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独自の動力炉建設へ

●

●

ワ㌦

．．

原皐力
蚕貫会

リサイクル型

扇毒を作成する方針である︒なおこの概念設読

概蟄︵ハ︶蜜全癒画の闇闇︵二︶

のため必盤とする研鋭闘彊議劇の

定しうる実用炉の概念︵ロ︶開発

︵イ︶捉黙する猟製炉概＆より想

の発注は︑わが国の動力炉開発繁劇が只体的な

主紫資材の％通しの四つである︒
なお原．†力委員会はさる五月や

八日︑わが麟の動力癖開発凍露方

数年の期閥と約二千億円の研究開

で闘発を進めることにしていたQ

胴三酉十八贈

関西躍筆写建識費︵畠切妓荷

親鳥成型畑工費︶

凹発電単価島年度一KW時当

ューブインシェル型の便用につい

造は一応クラスター型とする︒チ

て酎腐しておくこと︒豪た燃料長

り三円で二十年単均二円五十銭︒

このわが圃の新蟹転薫炉は天然ウ
ランプルトニウムリサイクル型と

等癒活用す．つこととし︑単長四綴

に軽水姫の疲磁ならびに空負設備

するものとする︒

ウムセルフナステインを原型炉感

初渡向燃料は徽濃編

とされる最小の規模とする︒

燃料方式

ウランとする︒取螢燃料は天然ウ

そのほか安全性︑耐塑性︑裂地

なおこのデノサンは︑新型転艇

研究開奨での配懸について指箆︒

か今後の諸訓画を進めるため︑実

炉について観念．戚謡をかためるほ

用炉の概念を念顕におきながら蕊

ランをプルトニウム幻化混合酸化

ルフサステインをプラント寿命中

本的な構想を表わすものである︒

物とする︒プルトニウム炉心はセ

保ろうるよう設計されるQ燃料構

轟関電︑東電炉認可
両社とも今月中に本格着工
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発一二氏か今月二口ぬ仏した︒

なお同語的で坂本熱氏︵同︶ら先

交渉のため今月士一臼縦出す・萄︒

の星塞設謡険融およひ箏庚契約

ン辻に飲粗した捗燃朴再処理工場

耀幽孝掬ρ原由︶

行く人・来る人・

へ設躍許司の詞登陰画答した︒

ないものと認め︑同塵稲総理大臣

十一旦瓢十日♪薫炉の設醗は支障

会に付認︑番議を行なっていたが

これを劉雀の原子力発電技術顯闘

塁づき両炉の審査を行なうため︑

なお通醗大臣は︑蹴気事凝法に

通産大臣が同意

締ることにしている︒

ついてはWH祉に総会貴任をとら

後の安全性裕よび性能保認なとに

その他建設工期の磁似や泓帳開始

電槻左E誕瞭子力工業に発注し︑

にしているが︑関亀はタービン発

横羅零G猛筏にマ狛発馬すること

謹た東電は楡子炉をはしめ主要

均二円五†五戴︒

W時当り二円九＋八銭で一一＋年平

十五億円発日単価目初年展一K

東京暴力総建設費一1劔二薔八

ンを用いるが︑第二次燃料以降は

取替でもよいが︑少くともヤホ以

燃料取蟹装灘原風炉では停止

を隈護とする︒

いわれ燃讐として最初微窪窪ウラ

ていくもの︒この型武に似たもの

天然ウランにプルトニウムを加え

としては英およびカナダがそれぞ

ンプルトニウムリサイクル型︶お

れ開発中のSGHW炉︵灘縮ウラ
上の運蛾中取婚装醸の璽記を企魍

ウランワンススルー型︶がある

興開始後二年程骸で実証の見通し

よびCANDU−BLW炉︵炉
天心然
毅計および構造プルトニ
が︑わが㈱のはち孟うどこの両炉

研究

が碍られるkう核熱識諾を行う○

念つkう同発するものとし︑四十

四十九年＋月︒以上の鷲程に闘に

炉懸鼻翻四十・九年六月︑岡運開膿

開発の開始ほ四十二年十月︑瞭型

研究開発のスケジュール

の中閾に駆出するものである︒

一新型転換炉原型炉日

喰水減磁沸騰軽水冷却型

・のデッサン︵概要︶⁝
炉型

用地手師︑現地調資︑安全礁査︑侶

別塗員会は岡日︑愛知冨溺長冨︑

度にあたる昭相四十二嘩度の予算

発費が必要であるが︑同謝画強剛

四年七月よでに研究開発︑欝積︑

針を内無し︑新型転換炉と曲遮増

ルトニウムセルフサステイン方式

水田敵調食是をたずね︑﹁昭禰閥

使用燃料長にてプ

たる来年慶の予算︵烈枠蟄求妃十二億円を含む

難炉を餅竹開艶することにしてい

終了することを目標とするQ

自由早︑主覚のγ学技術特踊公員

十二銀獲における動力炉︵原子力

原型炉規模

総額圏十五穏円︶磁保について︑﹁照甜四十二

を実証し︑燃料技術の確立に必要

ず唾水款遠沸騰軽水冷却型炉を鍛

たが︑噺型転換炉については︑ま

影に︑腺製炉の建設費約三十八十

象とし︑四十九年十月の運開を面

億円を含めて総額約六樹七や億円

会︵工員最福井勇氏︶は十︻月二

それぞれWH︑GE軽薄と原子力

十四日︑昭和隔十二卑展科学技爾

は次のもの．﹄ついてである︒

佐藤総理大距は†二月一日︑関

①娘チ炉庫魯︵玖灘水力設話︑

藩霊力美浜原子力三十所および東

託蹴研建設に締する正式契約に謝

の許酵を受けた向挺は︑すぐにも

ら十三億円しか要求できなかっ

については︑﹁予算砕﹂の剛係か

京暴力福脇原子力発電所の原子炉

を億なったQ

た︒原子力装員会はききに必裳最

発揮炉︶の開発費に関す・萄要望﹂

要望の趣旨は難壁次の逓り︒

邸し︑年内に本格的な工饗に漕手

関係の訓点予算として①勤力炉開

次冷却系⑪融速羽．構 だ動力炉開発の推進︵総額四十五

の識澱を許可した︒

十二口正午原L

少隈初無度約四十五叙円が必要で

発順鞘団︵仮称︶の新設をも含ん
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憾円︶②耳当力船の建込︵墨銀十

ープ十一一百午後原亜︑嬉料グルー

する予定である︒

プ十四漏午後陳鑑︑保健象全グル

こんど設殿が許可された両炉は

なお両発電膨は．て几それ昭和四
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開心が米国WH社製の軽水減遠軽 十五嬉に燃料袴︑岡年間連紙開

u円︶などをかかげたが︑同特 嘩後四千懸KW時︑二十年後七千 あると見取っており残り三十二懲

原羅の一本松社長は11月22日正午ワシントンで、ワシ
ントン輪銀サワー副総裁、GE祉スティール副社長、開
銀江美ワシントン蒔胤駐在員立ち合いのもとワシントン
輸銀と、総額約126置引の同翫敦賀発電所建設工購贅

ヘリウム系等⑦計測鵠灘系等⑧
非精冷却系等⑨全プラントのヒ

よう塒段の酎慮を図ってほしい︒

町および大熊町にまたがる地域に
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電瓢二審は次の通りである︒
の同沸騰水型原子炉を福島県双集
畏が水田政隅会歌︑中馬同副会長

産國会長をはじめ脱業界心脳十五
の開発が必要である︒そしてこの

設序しようとするものであり︑こ

来春も

ようとするものです︒関係者はV
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酒会を開いておりますが︑来蕪も

ぎ月吾︵木︶需＋面輔＋
大阪府繭工経済会颯聯長︑関西経

京大経済学部革︑

慾目常任理購︑大阪経済大学教援︑
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轟
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譜が一堂に集まって豊年のあいさ

甥霜分・掲載は到漕骸︶

いく︑これはひごろ源子力平霜村 藍刺繍管も募集しています︒︵一御

なお豊麗吾号での新馬

帰鼠後海躍司政官︑税制三悪会婁

衆院科妓特婁員長︑経企庁長宮︑

㎞分から午後一時まて︑事務局で

祖階を終え同臼のうちに躍証式を

員︑労働政務次官︑自民党政調会

鯖九圃−AEA本臼政肘代表顧ゾ用の研究開発に従事している入 区画二千円・腰切＋二月＋吾犠
士︒蝿無派松山箭憂身︒七十一載︒

︵開催いたします︒いうまでもな

行なったが︑第二十︸代科学捜術

副会長︑薦垂斡軽軽︑衆誠院建設

なお岡氏は北海道開発庁鰻官と

閤︑蕃民党総務を歴任︒経済禦博

婁員長︑同簡工婁貴侵簸誉歴任︒

ルニア大学政経科大学鵬婿︑マス

︻藩賞氏略歴米国醗カリフ寸 鹿児舗蝶肝属郡撮赫︑五十七歳︒

進氏が就任した︒

響野氏忍事

轡員の鷲野和太郎氏が就任した︒

まセ通喧大臣には前衆院科技物

通産相に菅野氏

兼務する︒

をたずは陳憎を行なっている︒

オ

原子ヒ海道開発庁長官と兼務
力委

新委員長に二階堂氏

動力蜘開発計画推遣のためには十

とも薪型転換炉および醐速瀬娘炉

しては国家酉年の大辛として延非

り︑ウラン資源の少ないわが圃と

の消化には涼了力発電が最逝であ

それぞれ尚業発電を目的として︑

今後の電力磁要見憩し−して十

横造設訓鱈︶㊤鰍群蟄累櫛燃撰

自民科引引が霧難に要望

囑難予算確保で配慮を

﹇来年猛に予簸ざれているものは︑

ートバランス⑩全プラントの一艘一 謹た前認一連の設計計慮のうち

に関する要望﹂を行なったQ

年度における動力炉︵旅子力発転炉︶の開発疑

陶党水田政調会長をたずね︑闊副滅初度年に当

霊糊井勇氏︶は十一月二†賜瞬︑愛知冨麗疑冨

れる︒またこの票に関して臼電撃秘技特︵婁山

試筆段階へ第一払をふみだすものとして注顯さ

行ない︑来年三月末日までに同鋳型炉の概念設

リ

取終袋綴⑳安金ならびに耐震設

り︑こんど廻繕される設山冠屠等

一感の設溺議釧のうちの一つであ

車艇作として製込濃首に旋擁する

ため︑別軸の原型炉デノサンを貨

定し︑家た讃計鴎慈行の星とする

瞬羅謡幽
四十二年初期にわが国独自の新型
︑私議炉原型炉開発の貝体刮圃を決

この概念設計は︑同竃酪が昭禰

念設誕の受注惹壕決闘し︑今月二十華寿契約を

⁝ブなと関連機器製造嚢賓と馨しへ瞑った上︑概

本部はこの了承をもとに近ぐ原子力産業五クル

︶ぷ鶴発するために行なおうとす．勾もので︑同

却型炉︵天然ウランプルトニウムリツゴクル型

嶽に総額絢六親七十億円で庭水減速沸騰転水冷

わが翻独薗の立場か6︑四十九年十月運醐寵目

英︑仏︑加などの原子力開発先進詰国と並んで

．離した︒この噺型転擾炉原型館の概念設説は︑

鷲翌転拠炉線型蛉の概念設謝依頼焦電甚﹂を了

掘進本部︵議長丹羽周夫氏︶から戴告された﹁

原子力蚕員会は十二月一難︑動力炉開発臨時
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億KW隠が思定されているが︑そ 円については別枠にて諏保される
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（左より）一本松、サワー、江美の各氏寵日経提供】

庁長冨・原子力婁澱畏には二階堂

ター・オブ・アーツの学位白く︒
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放射線管理と
国民の健
望⁝射齢蹴紹瓜蝿鄭轍

紺が編められていることなどから︑取扱

亀の

二〇・九％から四一・七％と縛る

例えば会枕の場禽︑暴礎研究十一

然科学部門研究の慨格別割含では

している︒

実勒するため︑約三十慰円を要求

掌技術庁はもと︑小りであるか︑健

懲九十九件の立入十三では︑
しく陣びたのが野立っている︒

所得に薄する窟然科学部門研究費

て約一二侶に増加しているが︑国民

七％と比べるとわが国の基礎研究

％︑岡じく更の三％︑二〇％︑七

れ魍鵜汰の四％︑︼八％︑七〇

五八％となっているが︑これをそ

についても検討中である︒

に使用さ瓦る輸入物品の免税措置

また通酵蜜は︑原子力発唯設備

年省が本腰質入れて躍り幽さない恨り︑

康鴛理のための血翻財界をもっている厚

の割合は︑三十四奪臓の一・四％

％︑応用研究一工十一％︑開発研究

いがとかく犠隅に叢れるものと思われ

から毎年増加しており︑四十鋸度

の剛含は︑外型に比べ著るしく大

大型

をもうけて︑雌磁

子計鄭機︑火力発三所観ガス一興

の三テーマの研究二言に乗りだし

大型機械であって︑産業構造の筒

︒発確機は二色原子力工業が受注

お関磁美浜炉のPWR用タービン

といわれている︒
一方︑メーカー測17↑対する原子

力関係の助成借置については︑通

化のための開鰻融資を来年度から

る鍛甕とは別に︑原子力機器国産

慶省はこ3亀までの重臓延払いによ

のは︑わが国で初めて建設される

と悩んだが︑ 最終的にはやは
⁝噛
り発羅炉 と償劇的な構えだ︒
⁝

聯轄誕需袴蕪磐⁝

今度租税特別拙躍の対象となった

研究所霊長になった

住反原子力工業東海

贒?襟既

子物理研究藤所長昂兼任︒原子

八館の王AEA憲催のシンポジ設にたずさわった蒔からだとい

学研究所のサイクロトロンの建

フォーラトム

大会の日程届く

高速炉がテーマ

今秋乗京で開かれた三界動力会

講に出糖したフランス原子力技術

し︑来無四月二十四日からロンド

期中に臼本原子力産業会議を燕闘

ム大会に参加するよう要請したが

ン市で剛かれる第三圓フォーラト

このほど貝体的な日程について︑

セソション

①高速炉開二上の

次のような連絡があった︒

閲題薫︑炉の一艘的特性と燃料

需要②燃料の加工と再処理⑤ヨ

ーロソバの高速炉実験計画と開

発④原型炉設計⑤トリウムーウ

ラン鵬倒用原子炉⑤ヨーロソバ

の隅速炉二二と経済性

以上のように︑今回のフ遡ーラ

高速炉謝噸の就業面︑機器製造業

トム大会は六セソシコンから成り

畜と電力業者との両面から問題を

詳細は原麓醐際課竃で︒

①十

つめていくことになっている︒

旬間メモ

定例会議

薪弐課

一二十四日開催︑侵期副画専門部

原子力難風会

子力発田草

針会および原子力船分

会の進捗状況鵯について脚下︑原

科会の中間報笛弱子が近く豪とめ

られることになった︒

雀手におひきうけしましょう

最斬のセン／ミア・ミルてつくり愛す。化学的謝久力・
最斬の

﹇照点

流体︵MHD︶発電︑超職性罐払

プロジェクト

大型工業目玉研究好発制肱

二重省工業技帰院は今年度から

工技院大型プロジェクト

四十二年度に
三テーマ追加

は一・八％に伸びたが︑これを欧

きいものとなっている︒

大鷺欝は十一月十四滋︑関酋蹴

タービン発畿袋搬で︑最大発生筆

法の三テーマを加えて︑約四や八

度化︑法たは魔窯の認際競争力の

茜〜

さる十一月十五日に級罎した 発︑主として 新型紙換炉 の し︑データーをもとに実のある

昭和九薙三月象大理学那物理

ィン等の新製造法︑礁油の臨桜脱

力が福井駅美浜町に設置する加圧

加圧水型炉︵PW鼠︶矯飽和蒸気 陀が︑来年鹿には新たに︑オレフ

タービンなど国産化へ優遇

美浜炉に租税舗

わが国の比率はなお低い︒なお臨

州諸麟の平均二・五％に比べると

謙た︑研究費総漱は七琿前に比

る︒このよ︐書医師の精別待遇は︑障占

陥る項曙で︑施川戚の不備二十

晦な規制がおこなわれて︑必要以上に取

たとえば糖三線頬のようなものにも画一

重にしなければならない一面と同時に︑

以上のように︑放射線の讐渥呪舗を激

る心醗かある︒

今後の放射課鵯理は実効絶あげにくくな

障人防止上とくに準要とみら

用の酋及上︑国民に燕はチ術生上ならび

防止上はもちろん︑ひ．つく除子力平和利

︷隣器

預︑嵌毬および敏殿の秘慮の

カなど灘外題編では︑臥帥にも放地蔵取

に心理的影響の面かちも︑また︑アメリ

訥蝿佃受けていないもの四十七件︑虫任
蒔の選任届け兼了工十︑・伴などの違反が

扱いの賞考試懸を秘している突状からし

展⁝貴非駆舞盆などが撃
と︑隆療機関か全六十一事漿所のうち三

出ており︑感㎏箏准酬凝を総粘毛に犯る

技術庁から厳磁な警占を受け︑マスコミ

謄ではあるまい︒

既響捲蒲拶として6過すへ轟問

ても︑

で教育機関九︑酬先機関七︑民間事熟所

十九︵六四％︶拳．占めて随然多く︑つい

えている︒

る一面かあることも︑このさい繰印して

扱いを噴わしくし︑曽及をさ求たげてい

指摘しておきたい︒過去十年近い利用の

この問臨の解決は︑国属の健康を守る
立場にある厚生省が︑放窮線鱗理にどれ

六の順となっている︒以上のほか︑必蟄

だけの熱慧を爪すかにもかかっている︒

アイソトープ・放射線が医学の治民診

件︑飯曝線羅を測っていないもの三ヤ

して︑実情に即した規制を行なうよう︑

実讃から︒管理のアンバランスを紀正

な鳩所で胡定糊していないものκ十八

の日月となっており︑たとえは︑原子力

管理の必要は源子力発竃の分野でも現実

断をはじめ︑研究や各駈采分野にますま

七件なとの進庚がある︒

件︑錘康該断を鍵施していないもの二十

す広く便用されるにともない︑作疑従礁

の重装魁も増してきているが︑使用者の

公

力が三＋万KW以上・定格圓豊春 硫︑アンモニア除料ガスの新製句

いるが︑これを粗織閣にみると︑

：

︸

たいです︑と語る︒臨界実験蓑

住友原子力工業︵株︶東海研究 星礎研究のためにも是非役だて発議をしたいという︒

所は︑今のところ守衛さんも

軽め十三人1このうち六人が研 躍を改造した二領域による臨界学科串卒業の後︑日本電気︵株︶

力に飛びこむことになったキノ

実験の方法は︑冨爾きんが三十

カケは古く︑戦後アメリカ占領

の仕事をやったQ現在詞社の原

に入祉︑研寳として電子関係

篇蟄iという小弾語構だ︒
⁝所長の冨醗さんは︑誌い研究員

すでに単身で水戸の祉鴇に入っ

の土気にも影響しますからと︑

羅に破壌された京都大学と理化

．⁝

に関する研究書

う︒謹た原研の罪常勤の虫任研

踪子炉

て︑自炊生活︒住友グループに

こでは研究壱を脅成することが

・している人が少ないので︑﹁こ

究員でもあり︑原研東海研のリ

は︑

聰
水型源子力発竃弔蜘諏蒸気タービ

が千八蕎五十回転以下︑主蒸気止

会村が二千五膚二十四偲円︵総額

求している︒

億円の大型プロジェクト予算を要

の約濁O％H以下同︶︑研究機関 強化のために︑囲産化が必要とさ

とい・2品本糖神を貫かね

ン発艦袋鷹に対する租税特別措置

十笹葺以下︑撮麗が篇百八十度以

力発電所設置のための誘致運動を

れている槻器の一男機に対しての

ばならない︒

害のない悪業

力産業が伸びるためには︑あくまで

再倹翻すへき時期ではあるまいか︒桑子

著や国側の纒凄卒守るための放射線蟹理

用海二物などへの逸り滋て串渓め︑それ

能猛準を決める場禽︑まず許無冠撫の食

発虚日や再処理施設からの廃水の三三

ことは︑桿生省の実態調丘によっても明

偽理の不備が医療槻関にもっとも多い

らかにさ一／ているが︑これは︑犀害防止

増舶︑便用の日常化につれて︑管理がル
ーズになり︑規制が困難になる鶴圖があ

ているが︑これなども︑ほんらい厚生省

を継鍵とするのがもっとも含理的とされ

下のタービン︑湿分分離再熱器︑

行なっている所もある︒四濁重力

み︑税制面から初年度の償却法益

出箇所の選定と放出率の決疋②放

やることがあると感じて採用し

ウムに出家したとき︑豪た豪だ
宸ﾈ研號施設は︑今年九月一

たもので︑わが国の狸水炉関係

男一女︒満五十七歳︒

れば東京︒家鷹は愛子夫人と三

趣味はとくにないそうだ︒生

が中心となって強設したもの︒

ニアソクは︑簸初から宮盛さん

謄先決ですよ﹂

日に臨界した臨界実験袈置で︑

これ荻で住友グループは︑動

れる由︒

の開発に必要なデーターが得ら

以来の長い念願であった︒こ

．⁝

この建設は住友原子力工業発足

の試製は︑とくに多屠的研究
に響胴できるように設謝されて

︵M・工︶
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ステンレスとして最

どの点ても

掬理的痢鹿・翻エ性
拗量的

鉄

騨を膏て為

辱りしを重力に

鴬界

レヘルの柄翼ておつくりくたさい。ツランド低

〔三］・璽

ることも沓めない︒

の小線源を使用している隠帥が夢いこと

法の施行前からラジウム︑コバルトなど

から四十六銀六旦ニや日まで︶を

︵期間は暇稲四十一年十一月⁝日 め弁の入口におウる蒸気圧力が六

告承したQ

は愛媛県北￥窟郡湛島町で予備謁

が七酉二十晶ハ億円︵内面％︶︑

償郊頷の三分の一まで罰増し儂却

発電磯および制御笹置であるQな

査へ︑中国露力が晶根繋二心郡鹿

％︶となっている︒前年麗と比べ

大学が千八颪一工十六億円︵籾一鳳六

この特圃掲澱は︑一億円以上の

惣町を建設第一候補地点として決

できるというもの︒したがって︑

総麗府統語局は十一月二十六口

連して︑国民に対する放射線の許

出方法の技術腸発︵凄艶方法の決

し製作するが︑約二十五癒円理度

定したと発表している︒また鹿児

ると︑会社がわずか王・五％の伸

まれ︑この発懸規模に対する原子

り︑つづいて総禽エネルギー調査

昭和四十一年μ学二重総監の調査

円で︑前年度比︸六％増となって

では研究凝画の骨子の立案調鰹に

特別委員会に報告して最終的な決

饗μ嬉の設定恥葱ぐこと︑などと

協会会長ピエール・ユェ氏は︑会

局県川内衛は発電所誘致のため関

顯巌繍では︑昭和三十八脅度か
力允電所の立地地燕は一輪の発電

会の方で︑調査されることになっ

論塑

火螂に熱血したのに対し︑大単は

びで竃十九館麗の︷七・六％から

いる︒

係機関に陳別書をすでに配蛮して

あろう︒原子力の実用化にともない︑所

が最大の開心垂もって推進すへき主題で

所管の秤学技術庁では︑放射線潭仏防

や︑隊師︑薬剤帥は三尉線取扱高伍者の
国豪試験に合格しなくても︑旗射線の便

■

通薩省はこのほど昭和四十一年展の源子力発羅所立地調斉地点として︑閃地点のうち大分県南至部

郡蒲江町高山L雷城県牡鹿郡女川町小猛取の二地点を決嘱した︒残り二立地調査地点についても十二

民問の研究費
の伸びは低下

ら年間κ衙ハ十万円の予算で︑矯

総を三＋〜百万KWとし︑一地

これによると︑とくに昭循四十

月中には︑地元側の配向を窪って決定される予驚である︒

薙四地点ぶ．田樟として︑原子力発

点にニー攣暴設匪できるものとし

一方︑各電力会打でもさいきん

年度の研究費は総額五千八十六欝

総理府統計局の調査

電所の立地謁査地点を量定し︑ボ
ても︑少なくとも二十〜三十地質

原子力三瓶所の建設候補地点を決

力発電断立地調香地点は来隼で終

ーリング︑離気探査および土服試
が必要であると示されている︒こ

めているところもあり︑豪た原子

結果︵概要︶を言表した︒

験による地質醐査と︑風陶︑風速

のため通産省ではこれ豪での原子

ている︒

田射隣および雲蟻などから大気宏

盆明膿

究を行なうこと︑初国の段階では

鑛榊蕪調査計画の大綱を決定
腺子力偉全研究協会の放射性廃

既浮の知識にもとつく試算︑蜜内

研究プランの大綱としては①放

定を行なうこと︑となっている︒

あたり︑その決定事項については

蔽の海洋放出調査特別委員会︵蚤

実験に陰嚢をおくこと︑海洋に関

冨議にもとつく①調査の進め方②

ほ長綴田節離氏︶は十一月十四田

果している︒県側の調舟は地質調

定︶③モニタリングの技術開発︑

度からとりかかるへき研究題團と

などとなっている︒このうち今年

して︑問題となる放射性核種と海

また特別委鍛会の体制としては

．

している︒

大綱④今年度の研究課題︑などの

特別委員会の体制③研究プランの

実施している︒

謝査の実機機開として︑試鱗︑放

洋生物について︑大体の見通しを

窯を審称し了承した︒

出方法︑生物︑鑑学︑灘洋の五分

なお通藍省総合エネルギー調査

科会から成る専門部会を設麗し︑

力炉関係ではほとんど実績がな

それによると︑調査の進め方と

く︑轍鮒専門メーカーになるか

しては︑これから募礎的な研究を

いるので︑わが国の動力炉開

会除子力部会の錦二次中間讐中に

酒手すへきである︑としている︒

たてて貝体計画を作成し︑実施に

よると︑わが国における原子力発

合部会の婁員に加える︒総含部署

各戦士会の主査と専門部会長を総

ここに註んだビルから蔑射針まで。世界のトノブ・

rl屠

でも報道されて︑関係霜にシコソクを与

止揮﹃

止法が制定された昭柏三十三年から︑本
奪三月荻でに延へ約千八酉件の立入検査
を突施している︒四十隼度に百なった二

聯ゾ＝

まず蒲江︵紛︶︑女川︵城宮︶

一

誘致運動はじめる地方も

回

査で︑気象調杳は日本電気協会が

つくものではないが︑全国的な原

矩な撃力 雛 所 願 ． 窮 楚 蓉

ヨ

凹
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銅振捻式会社／電語，窟桑2アO−9571また［ま本社網欝P
銅振携

鳶ご用命σわ問合せ【まノ選内毅販寛代理店・ステンレス
〜ごご用

蘇三欝特擁踊認まで

齢鍋

腎
蜂

年頭がらの発注容蘭

畢叢薄．靴 を突破蜘

3︐

半数はGE社が獲得

シスコζロサンゼルスのおよそ中

会議の飛上驚々で趣兄を導出し

にこの点に算して耽々科学技術

備を企装の所宥の豪歌で大学の

になっているQ家たある研究設

ンに建設するため︑電気酬争心六
アガラ・モホーク往も︑十月一一十

電所をG廻社へ発澄することを決

た︒これはWHねがこれ康てに受 ヵ七十五万KWクラスの駄子力発

万KWの発囎炉をWH祉に発注し
七田に開かれた役瓜会で︑鷹煮出
注したものの中で郷大のものであ

Pu燃料で発電試験に成功

米アルゴンヌ研︑EBWRで実施

のほとプルトニウムを燃口とする

ンス困立研先所︵ANL︶で︑こ法を開発しようというちの︒

ルトニウムを麗済的に利用する方

ミス・ハイツ近くで︑一九七一年

アメリカ︑イリノイ州のアルゴ

宋か七二年初めに完成の予足︒

る︒WH社はこれによQ︑転子力短した︒敷地はニューヨーク州ベ
蒸気供給系︑タ⁝ビン発露機︑燃

東独もソ連から大
型発電炉購入へ

理を行なう︒プラントの建識は来

で︑熱気一千万懸の牛の鱈殺と処

出力艇紙を始め︑先月熱出力四万

十︷公璽拘している︒十月には低

で︑島漣炉用燃料と余属の照尉の

展の燃料の開発を潤酌とした笑験

ラン・アセンブリが長荷されてい

レイ高速実験炉を便用科二酌十芳

二千KWのレベルに到達した︒出 にめイギリス旅子力公乱からドン

力五千KWの発電機による発生電

る︒

ラトム︑フランス鳳子力片︑画ド

イツ原子力猟凹究機闘︑カ；ルスル

ーエの超ウラン研究燐かろ齢糊す

核融合︑プラズマ

る︒

物理の運営委設立

ユーラトム

ダの四ヵ国は︑洩融唐とプラズマ

ス︑瀬ドイツ︑イタリア︑オウン

ユ⁝ラトム加盟国の内フラン

である︒鼓初のものは︑今無の切

め︑このほど鷺宮婁員会嶺設耀し

画では研充予算のうち約三分の一

た︒ユーラトムの第二次五ヵ年書

が核融へ同とフラズマ物瑚とな︶て

ド

おり︑五つの関撫機関との擢約で

原子力医療機器の

渓施している︒

ン

需要増加を予想

イ

インドのピクラム︒A・刃ラパ

の中で原子力甑療臨鵠製品の出め

猛Cから規鱗の権

この改身熟については︑現伍A

限を委譲されてい

好慧的なσ憾が寄

る＋四の州から︑

吸載も誓えている︒しかしり︒ハプ

リンクとの交渉はあまり瓜んでい

ない︒

ユーラトム

英ドンレイで高速
買材料の照射試験

必袈であると述へた︒こ㍍は同憂

もので︑今後や年尾雑国内で毎年

員艮の下にあ○表員会で調査した

している︒

○

六二万謎程肢の濡螢があると予源

望麟電貨

蝋⑫

驚緯距メ

︑︑

漕馨鷺

そ

噸葱

̲鷺

ユーラトムね︑主として高麩焼

し

今後十年聞に三十だ縛がの授盗が

る面会を実質的に瑠蜘させるため

けるチ会烈であるゴルデぜ一・マ

ソクロソホ礼へ発注された︒

このカナダGE仕が建没してい

・オブ・ロソクウェル製造会判の

︵8＆W︶往と同署のカナダにお
ージ︑レコーダー︑論敬鋼劒畿置

る︒CE性はこのほかメータ︑ゲ イ氏d最近︑同国の電子槻齢騨臓

や三連桟器の製造を∬なってい

のスタソフで︑烹として炉心部品

年間販売嵩三内万バ︑麹︸十力各

︵マサチュセノツ州ビレリカ︶は

われる予竃である︒アベリi社

F・アペHノー糺の禽併が近く行な

ンジニアリノグ︵CE︶籠とP・

アメリカのコンバノション・ユ

一社を吸収合併へ

米CE社︑アベリ

ある︒

捲電所に対する熱交換器の製作で

会祉の電気出力二＋万KW原子力 物理の研究を総合㈲に巡醤す49た

めに製作したオンタリオ水力発電

クロソホ社としては二つ圏の飯事

来薙の一月から七越唆での間に

語で樵りた︒

力は︑ANLの所内電力網に供給

・プルトニウム戯化物燃料︵プル

ジルカロイー2で籔覆したウラン

トニウムの濃度は一・五％︶を三

陶けと阿じような八分な肉は賭射

いる︒

によるものが最も良いといわれて

蒸気発生器は米B

福W社が受注熱烈

パキスタンのカラナ猷子力添矯

プラントに慧する六つの織織発生

何圃か行なわれる笑険には︑鳥i

している︒皿BWRの炉心中央部

トニウムが含まれており︑外山は
実験用沸騰水炉へEBWR︑電気

実験に使用きれたのはANLの アセンブリには麹三十一樗のプル

料その他の題詠を供給する︒シ濫

原子力発翫に成坊した︒これは腺

GE袖︵BWR︑十准︑九実醤
施されているもので︑軽水炉の

注内訳は次の通り︒

ウム・リツイクル実験謝画により

ｽ原子力発電所のメーカー別受 子力愛員血︵AEC︶のプルトニ鳩力五千KW︶で︑炉心中央部に 衝十一本のジルカロイ被覆鰻化ウ

ルマー・L︒シブリーPG＆磁剛 本年一月からこれ謹でに発注さ
堅長によると︑このプラントは︑

ント︵水刀︑火力︶よりも発電原価

同社が戦後言入してきたどのプラ

が安く︑同辻は一九八○無張てに

七十一万八千KW︶︑WH社
使用ずみ三二から取り出されるブ
一万

︵PWR︑六錘︑四百九士

れの蒸気発生器ほ毎時二十七万七

燥処岬は輸出潟の保俘のために良

ニアは牛陶の輸出国で︑冷強・乾

ので︑契胸は末疋である︒タンザ

建設者の醒定も術なわれていない

渉中であるが︑在来部分の設計・

原子力会誌と鎧羅購入について交

TAW錘重柱はすでにカナ劇スタンの段駆はゴルディi・マソ

旬アルマ・アタ市で開かれたCO のコバルト照射袋躍が追加される

六1八基の線イ力発電所を建設す

三瓶︑二裳＋秀二千KW︶

議︶の瞭子力常設婁員会で︑ソ連

アフリカのタンザ一⁝ア︵もとのタ

アメリカのTAW開発会礼は︑

タンザニアで食肉
照射プラント建設

いわれているが詳細は不明︒

四十万KW二猛の発電所であると いと考えられている︒しかし国内

決められ陀ものと冤られ︑規模は

リー︑ブルガリアの副画と岡じ頃

東ドイツの罰麟も︑先のハンガ

により明らかとなったものであ

ロニク・ペトロシャンツ民の発表

原子力和出国二二一会議長アンド

ング挫︵PWR︑二曲︑百三十

コンバソシコン︒エンジニアリ

一万七千KW︶Q

しかしこれらの詳細な研究は︑

二︑三年先になる予定であり︑決
冗も数年後になろうとユーラトム

ｪを民間測用に紙賦する︒の加 の糊智は譜っているQなお︑ユー
ラトムは︑ガス拡散流と遠心分離

ンガニーカ︶にガンマ線による牛

としての新しい甫総

法を平行して進めているというウ

共面事疑

集ドイツは︑現伍のラインスブ

傘行なわれるが︑初めは冷凍・乾

が四百万が出資して建設するもの

ルク原子力発電所︵電気出力七万

理局︵FDA︶から照射牛肉の許ントは建設費六千万がで 九七Q

る電気娼力ヤ豊万七千WKのプラ

可が下りれば︑蔵二十万キュリー

年に冗慮する．国定であるQそれぞ

の原子力発電所の建設を一一中で

物質の最の決走などに利用される

脂肋吸堰二九︑血液のような佑内
ほと︑医療診蜻に朋忘するアイソ

グループに大別して︷一8申講ずる

アメリカ原子力委員会は︑この可を必要としていたのを︑二つの

あるといわれる︒これは十一月中

燥庸
袋鷹が躍かれ︑来年食品衛生犠
KW︑PWR︶に次いで︑二番

なとを製造しているリパブリソク

Aが△臼万が︑？AW閑発会社器がバブコソク＆ウィルコノクス

録画都たてている︒これはタンゾ

肉の照尉感動プラントを建設する
スから供給を罷けるQ

ての蘭黙規模壕子力発三所であ

に建設されたものでカナダで初め

否把している︒

で濃縮工場を礎識する︒Oイギリ ワサが流れているが︑関係当局は

盟六ヵ闇の政崩・配漿田ルぶ誘めた

千醜の煮気を発化す．⑳Qこのパキ

二千KW︶︑8＆W鷲︵PWR︑

斑禽として︑三つの力法が考えら

ユーラトム委で検討始める
ユーラトム袋縫会で雑このほど

れてかる︒①フランスのビエルラ
ソトガス払散工樹︵躍転用︶の一

平軌下用のためのウラン濃醸施設
の必愛性および糟しい供給撒の可

能性について検附を始めた︒現在

ユーラトムは︑瞬黙過遊所用濃縮

ウランは憲としてアメリカからの

倶給を受けるより乃法がないが︑
?アメリカから証紙卿妊臨けない

ダグラスポイント臨界
カナダのダクラス・ポイント㎏

カナダ初の商業規模原子力発電所
子力允電所︵電気繊力二十刀K

一九穴一年に建設を開娘したこ

W︑CANDU型︶ロ写糞悸はる︑
︒
十一月十πH臨界に迂した︒この

の発毒所は︑カナダ原子力会社

とオンタリオ水力の焦同プロジェ

一

もので︑グループ韮は︑スキャニ

このニグループに属する核極

利用されるものである︒

トープの申請手統きを簡素化することにして︑詐可申請爵および漬

十一月五日

フというもの︒

ングや撞著の局弘化の尊覧などに

男で予㌫ざれ︑繊

米AEc︑医療用R一の法規改正

許可申請手続を簡素化へ

エデラル・レシスター

を提案した︒この改正案は︑

ため︑許偲司に関する法規の改正認可当局の償携の簡素化を図ろう

︵AECL︶の発霜踊趨グループ

驚竃所は︑キンカよアィンとポー

ン湖の康岸のダダラス︒ポイント

トエルジンの中間地点︑ヒューロ

定︒
MECON︵漿欧経済粗万援助予会

る予定であると︑厨子力への期待
を述へている◎総建設費一億五千

ント原子力発電所を建設申のナイ

なお︑現在ナインマイル︒ポイ

一力PG茂聾祉は︑サンフラン 万が︑一九七一無末完成︒

が︒一九七一無春完成の予定︒

シルバニアで︑紛工費一億一千万

を担当しているQ敷地は伽郎ペン

新たに二電力が炉型決定
アメリカでは︑鵬年二月コモンウエルス・エジソンれがドレスデン第二発電炉をゼ帯ラル︒エレク

トリンク︵G冠︶制に発注してから現許虫で︑依然として発職炉の連続発洋が靴いている︒十一月中
にもメトロポリタン・エジソン社がハブコノク＆ウイルコソクス︵B＆W︶祉に︑パシフィック・ガス

＆エレクトリンク︵PG亀E︶社がウエスチングハウス︵WH︶行にそれぞれ大型炉を発注したQ一
間に位するダイアブロ・キャニオ

九六六琿一月1十一月中に発議ざれた発醗炉は︑禽請二十一韮︵3WR11十猛︑PWR十一幕︶︑総

原子力の開発の経過をたどる

てきたので詳述はさけるが︑正

欧子核物押が解明さ

いる︒その他こまこ書した点で

濃縮Uの供給方法

出力千七霞十二万九千KW ︵ 8 W R 罎 日 額 七 十 一 万 八 千 K W ︑ P W R M 七 百 四 十 四 万 一 千 K W ︶ で あ
り︑皇子力発鷹匠上簸大のものとなった︒

＆W胤は︑猟子力蒸戴供給系︑初 ・アソシェイツ挫がこの発電炉の
建設を撹賑する︒醐祉は︑二夫二

︑
臣︑
メトρロ
バリタン・エジソン墨﹂差

B＆W糾に発注した発戴炉は︑電 期炉心旗で受注しているが︑ター
錐闘︑無刀発蛾と涼子力罪飽の経

ン・エジソン社のコンサルタント

ビン発離炉については攣斌決京っ
戴出力八十四万KWのPWR で ︑

ペンシルバニア州のギルバート

済雛比較について︑メトロポリタ

ら購入した も の と 岡 酬 で あ る ︒ B

デ．rン・パワー寮がB＆W肚か ていない︒

﹂
には際子力κ漿もそうなるであ
ろう︶そこで巳時になるのは︑

る︒これけ世界翼長の寓実であ
り︑現に歳殺各国は新しいむず

騨学共同を非冨に阻擬するよう

わが瞬における大学の諸規園は

前圃も本欄で一

寸述べ加が︑わが

の研兜簿にはほとんど門外なく

かしい開発研究豪たは改良対蟻

にできているという霧である︒

國ではずっと以前

大鷲教授による知識の摺導ぷ蔓

からいわゆる聾学
筋同の必駆性が度

紙科学技術力面に浴いて隔りで

と︑一番このよい例ヰ兄い出

式にけ民間靴穿がある研究のた

余白も少ないし蜜た今日濠て

ある︒藩学の中の﹁崇﹂の内に富

すQ先づケンブリソシのラザフ

めに大学の先生にきてもらって

々二方翻で説かれてきたQとく けている︒

立のいろいろの研発研も含飯般
オ⁝ド敗擾の原子核に許する竣

謝礼を記し上げて共同研究をや

理の黙坊的研究に蠕茄発し二つ

ではかなりうまくいっているも
いで肖なわれた世界の学畜のい

ろとすれば︑腿学共同という点

ろいろな研堀実験により段々と

れ︑かつてローマ大洋

構内に持ち込んで研究してもら

遂に原子力の実用化に

コ︒フェルミによって うこともできないことになって

の教授であったエンリ

って頭くことは許されないこと

のがあるようた︒中にはそれを

同

煮ロ的に設立ざれているものも

がら大変結構なことである︒

あるようで︑これは当焦の事な

熱るにこの澱ご串大学の教撲

が飼の現駄は蝕る不満足な状態

クトとして建設さ

百万がが費さ汽て

れ︑戚工費八千万

女盛は減達桐レ

いるQ

毛の捲露取
ベルで行なわれ午

烹ことにな．て
後四時二十六分連

せられており︑各州は︑幽々の規

陵︐

・傘

噂

︑
O

聯孟（352｝1亀11大代蜜

というものに隈ってみると︑わ

堀何に不彼に規定されているか

調進各Nはたゆまず験子力の研 ちゃんと大学教授が疑問企栄の

成功したのである︒そ

研究に協力する場倉の規糊がで

輪

いるが︑六＋口の

餅︑クローム51︑鉄59︑コバルト制訂画の中でこの新しい許可手

予㌫期閥満了とともに︑効力を発は︑グルーブーとして︑沃素燭と

論AEc愚数日間

することになる︒

この改正の粘果︑初年墜たけで

59と60︑グループ盛として︑沃素 鑑きを適用するものと思われる︒

も︑数酷件の手続きが編墨化され

今回の改正は︑規制そのものを

ストロンテユーム85︑テクニシウ

縄和す．勺ということではなく︑従瑚︑クローム51︑金聡︑水銀捌︑
寒︑医療診断用のアイソトープの

ム99となっている︒グルーブー 為ものと期待ざれてい．倫︒

韻勢興

葡。

一〜

羅︑核種などについて顯別的に瀞は︑甲状腺︑肝臓︑腎臓の槻能︑

詳可が︑いちいち︑便用図的︑数

☆

にあると思うQ大学教擢の伊娚

きていて漕々と実を上げつつあ

を思う時︑例えば西独などでは

ランツ・コミティー﹂の総戴の或

ている︒

窺開発に学者の協力毒冶効に酵

の後今田に蚕る家でに

現を用いれば︑錆一に入材の教

ところでわが醐の原子力雁業

一曝擬

帝r

踏懸〆露輪醗幾応を始めた︒

′ｮ購

・嫉織難優越

鳳

醜轟鋪轡麟

は英国の﹁ユニバーシティ・グ

禽︑哨二にそのために蝦錠とす

る深遠なる研蜀ということであ

︵除く源子力発聡︶は豪た到脳先 念に思う︒

ることを考え禽わせると誠に残

るようたがとにかく大学の教捜

遜然自発胸に改良法制寧を取

でd十分ではないようた︒すで そう︐口う隙図すら見せない︒こ

り士げるへきはずの当局も一切

こに掲いて蒙た日本の層学技術

ので︑また学者の協力を得る点

に礁湖発癌し紀わが国の搾難に

第であるQ

行政の不備を痛感させられる次

漁繕外徳の城には辻していない

究約な純 β礎的研究が本命であ

乾いてはいろいろの点で大学の

あろうがなかろうが︑良理の擬

ると寒れている︒がやほり大学

先億のお力を謬りてやっている

螢

撚

はその研鷹が匝接罠生に影響が

ろいろと大欝な研究閣発に役立

救授の知漁は解健勝としてもい

︵丹羽周夫︶

・。

3傷

米

ことも多いQ︵いつれ近いうち

．ア・縄

学協
産
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聞

高
産

力

轟徽︑

確に指定し︑その瞭子炉に要求さ

な縄礪にわたるものである︒一般

角度あるいは呵能幌のかなり広範
は︑酉あるいは千キュリ；の放嵐

きる︒このダイアグラムにおいて

が胃能であるQこの結諏は発盤の ダでアグラムに裁現一︑ることがで
し︑荻た事故のひどさを嵩くする

するような動意は発斑男振を高く

ある︒萩た逆に︑リスクを汰潅く

一

囲

壽メニー 葦多

〜ノ

ゴ 二 L占可﹂ ジ多言玉

多多二一

多多多一評多 ゴ ︹

である︒ある種の出来箏は他のも

ような無害禦を発生せしめる動き

る︒窯曇箏藁部はすべて従属会社により構成さ

北米︑南米に非鉄金属鉱山の薫闇雲六呂があ

郡はすべて醐欝︑このほかヨi鳳ノパ︑カナダ

従属謙譲によみものとがあり︑嶺抽︑探鉱摺羅

までというように悪銀の税肢を示

れ︑セメント︑セメント製贔の生産を行なって

ド玉ρづ詞︽ 一

カナダの巻

誓
誤ノ多
5 〜μ多二玉二多

⑤

す軸に限界をつけることはできな
のよりもリスクが大きいというこ

鰹灘麟懲

くいであろう︒藪たさらに最も起
い︒というのは︑もっと放出愚の
とが明確になるであろう︒もし原

に︑よりひどい事故結果は起りに

り易い黙赦は核分裂生成物をまっ

大きい堺故も起り得るものであ

し︑リスクをより小さいものに修

よってその発生頻度を低いものと

からであるQ同様に発生頻度につ れらの出来箏は改良や設謝変艶に

頻度を小さくするような方向への

度を導くする方向あるいは購故の

このダイアグラムにおいて︑頻

暴けさせることになる︒

能性のある家子炉の特徴に注激を

よりも大きなリスクをもたらす可

起り飾る箏故の解析は︑他のもの

すべての趣瞭の躍祈により最終

のリスクを認め︑達成しうるがな

可能性のあることに関するもので

あることは現在広く知られてい

とキャンメソト︒エキスプロレーンコン礼︵一

九四幽隼設立︶の合側により発足した︒現在資

本金は四薫四十七万カナダ・♂︑石油︑探鉱︑

籔の金融会れコンコード・ファイナンス・コ；

鉱山︑鰹業の四鍬渠部を持ち︑このほか全額出

ポレーションとパリに主としてウラン帯場調査

を囲的とするデニソン・マインズ・ヨーロピア
ン社を持つ︒

瞭飾

巧多

現在同君がウラン採掘で稼鋤申の鉱区はヒュ

ーロン湖北岸のブラインド・リバー地区︒エリ

オソト・レイクを中心としたこの辺一帯は世界

鍛大のウラン鉱床地橘として知られ︑同語の前

身であるデニソン祉が一九五四年ボ；リングに

成功以来︑この辺一帯︑八つの郡区に康たがる

地域で猛烈なポーリング競争が行なわれたのは

長髪な話︒同社のほか蕊なところでは︑リォ・

ウェスタン・ニュークリア祉などが鉱

アルゴム︑アメリカのカーマギー鉱︑

魅を設定している︒

二藍

多

多一

多；玉

性を持つ人鐵が示されるだろう︒

これは︑同じ人口について自然に

発生する人員と比較されよう︒りこ

こで許餐しうる覆襟は︑リスクの

ことができる︒︵イギリスでは︑

密度をもつ地点に対して試算する

力発継計画にとりかかっている国

のである︒これは︑大規模な原子

と人口集中地点の凋用を講じたも

この論文は︑敷地選定のリスク

何分の一かの程展で決定される︒

が淋黙しなければならない寒審な

現実の問題である︒この訓麟の初

きくなるにつれて︑この不可避の

朋においてさえ︑剖画の堀拠が大

問題を予測することは碗要であ

る︒原予炉が将来都市の巾︑ある

いは近辺に設鷹されることは不胃

避であるQ主な発蹴炉は今後十雌

に轄しい変化を添すとは思われな

いし︑憲た今後十無間に敷地を選

定し︑建設した原子炉は来世紀に

記いても運紙されているであろ

に著いられる発奮炉が燈実にこれ

う︒棊準を設定し︑雌力訓噸遂B

らの碁輩を満たすようにすること

匠ーーφAUi−i

が嫁す家す重要になりつつあ．49︒

臨魑惣

E九〜三・三縛／誘︶採鉱実績はピ

同社のウラン粗鉱︵平均品位￠騨Om

の実績では八十七万漣とやや規模を編

；ク詩二酉万ジ近くに罰したが︑昨葎

小︑現在は今後の増蔭に備え切羽︑運

搬坑道の合理化に霊眼を耀き豪た製練

プラントも最近約八十万カナダ・ザ冷妻入して

禽理化を行ない︑また︑アメリカのコロラドに

躍鉱膿務駈を設けるなど積蜘的だ︒

現在のところウラン精鉱の大雪儒要象は勇プ

ダ政臆︑先ごろ英園政府との長期耀胸が切れた

ため︑引統きカナダ政尉が五年闘で千五薗万曜

を質上げることになったもの︒賢入れ価格はス

会社の経営陣はステファン・B・ローマン社

ライド制で現在はポンド嶺り五・∵四ナダ・談︒

一多

計算によって︑傷害を受ける可能

鍔社︑DESYの

◇・イギリス ◇

線型加速器受注

イギリスのバリアン社はドイツ

︵DESY︶の三営MeVの二百

・エレクトロンシンクロトロン

フィート線型加速器の建設でDE

SYとの四菅万がの契杓愚獲得し

フォルニア弼のパロ︒アルトに35

た︒この加伝導はアメリカ︑カリ

の捜術指郷のもとにロンドン近郊

るアメリカバリアン社の放射謙部

にある同社の施設で作られ︑DE

号実験炉など

とに解決すべく取り盛んでいる︒

理論酌醐題を︑ソ連との協力のも

る予定の渦趣﹁についての茗干の

チェコスロバキアに取りつけるれ

閥研究所は︑一九八O銀以後に

それぞれ運転を闘始している︒

はパン・デ・グラーフ加速鼓贋が

クロトロンが︑濠た一九六四劔に

年に運転を開始し︑難燃後にサイ

はソ連の捜術援助により一九流七

なお︑閲研究所の鎗一月爽験炉

は完成するQ

をつくっており︑一九六九年中に

反応炉﹂とよぷ曇

アカデミー懸子ヵ研究所は﹁ゼロ

ェシにあるチェコスロバキア科学

ラーポ紙によると︑プラハ近郊ジ

チェコスロバキアのルデー・ブ

φ チェ譲スロバキア ◇

プラハ郊外に第二
弩実験炉を建設中

といれ替える予定である︒

設の四十MeVのインジェクター

SYのシンクロサイクロトロンで

現在使っている西ドイツの研艶施

っと高い蟹度をもっている︶この

当り一万ユー千人で︑都鎌継にはも

︐ 多玉ε多︐︷

スチアニ氏︒本腰所花地盤開きαqoQ霞の①購

長以来十一磁︒鉱出重圏蔀長はM・﹂・ド・バ

萎

書Φωけ堕弓吋O跡砂O噂O懸け⇔円HO

京た保ち得るならば︑原子炉は都

これが検査によって明磁にされ︑

をもって作られ欝るならは︑また

もし︑原子炉が醐臓の安全棊準

られる原子力発磁の増大を考慮し
㎝たものでなければならない︒

夏るいは二十垂紐にわたって考え

て考題するへきではく︑今後十年

あり︑その政策は短期的園標とし

敷地選定政策と関巡をもつもので

ク率の考え方は賜らかにその麟の

このような配慮と圏標とするリ

多二二多多玉妻

鐸灘

一山

驚

禦藁の留日形態は各購業部の磁営と︑竃下の

バ趣

簿 鵡

る︒ICRPおよびイギリスのM
RCは入手でまる饗例を研究し︑
起り得るリスクとして甲状腺に一
レムを受けたとき人潟薗万人に対

ξ﹂多

鞭灘
歪

多玉

％撫

蠣欝

〜ノニ

益が溝慮されよう︒どのような社

いる︒

た〜瓶出しないものであろう︒

れる頻度をもったものである︒た
いても勝手に限界を設けることは

動きは漫然安全性を溜める動きで

理的に決定可能である︒

的には頻度と箏故のひどさを示す

にすることが不可能なのは明白で

お受けいれ得る程十分に低いよう

して十−二十人の甲状腺癌の発生

想定されるどのようなヨードの

のケースを述べている︒

の放幽に関するものであり︑放射

事故放出に対して頑㌣種々の気象

度を卜定することが可能である︒

したって︑原子炉の周辺に佳む

会にも︑いわゆる宮然発生による

性とそれによってもたらされる利
クを郡き鵬すことができる︒これ

もの︑事故によるものや鷹業活揃

残るQこれには低廉な蹴力の必要

が可能な範囲全体にひろがる仮想

により既にも龍らされている非常

価照射線猟を計算することができ

的な放嵐螺故に対してイギリスで

に現実的な︑また大きなリスクが
葎在している︒

も 遅隔地でも低リスク率で
@
︑

都市部設置も可能

妥当なリスク準昂卜定する閾題が

そこで︑ある周の状態にとって

行なっている方法である︒

る︒このような線愚からそのリス

人口に対し︑焦齢グループ毎に等

・ンズ茎九三六汗設立．

子炉型式や設謝が許すならは︑こ

〜

り︑その発生頻度も考慮すべきだ

とえば︑主動源の喪失︑制御機器の

できない︒というのは︑額度の低

正することができよう︒あるいは︑

この最初の出来繊もまた予測さ

故院︵作動が遅れたり︑誤動作する

い出来鱗も一千あるいは一万の

︑原子炉運転点に一同と算定される 格納方式やフィルター効渠など

ことなど︶あるいは聞圧配管の破
損や同様なプラント機器の破損で

故の結果を小さいものにするよう

ものでさえ1起るとは霧えられ の対鎌を改艮することによって溺
ないものではなく︑その結果生ず

さえ︑その頻度が予測されうる︒

に︑チームのメンバーの一人AEA傑健安金邦憂F・R︒ファーマー氏のAGRの敷地選定にお ある種の機器に対しては︑起り

れている臓傘螺準を満すことがで

したがって︑上に述べたような

に修正することが可能であろう︒

定めたよりも故騨率が筒くなるよ

可能であり︑したがって︑佳様で

腺に集積し︑甲状腺癌︵通冨は致

敷地選定は長期的見通しで

ある・芳キュリーあるいはそれ

なリスク率を設定することにある

標とする仕様を定める問題は︑そ

以上の放出をもたらすリスクでさ

このリスクは主に放尉性ヨ：ド

すべてのりスクホ懸り除くよう

起るとは儒じられな

え︑それを
い

性ヨードを吸入するとそれが甲状

れる︒引き渡しは一九六七黛申ご

状態で各地点における大気中の濃

はない︒安全な原子炉に対して圏

と規嚇しても消え去るもので

命的な傷宮ではない︶をもたらす

リスク認めて対策を

べきものであるQ

る強襲のひどさについて判断さる

安全性に は ︑ 原 子 炉 に 関 す る 十

きる︒しかし︑この棊準とは輔休

ありこれらは階業陶な経験から舎

一なうことによって︑この糊の蛸報 いものから鍛も頻度の低いものが
を多く得ることができる︒難しい
機器や部品が用いられる場合は︑

分な知事や︑炉心や冷却系統に用
うなことがないことを凝望するた

工作特旨と許蕃故障率の基盤を明

いられる材料︑旗たその難設に用
何であり︑また︑どのようにして

もし起り得る種々の故照を論運

め︑撮守︑点検の基準を適切で十

多くの原子炉機器においては︑

的なその後の経過にしたがって解

いられる材料に関する十分な知職

ずれた時に動作が要求される機
勤作声性を灘定し︑謹たは敵障率
析し︑推定されている儒頼展をす

できるのたろうか︒

器︑ならびに瓶子炉を通惣の状態

を測定することができるQ源子炉
べてのプラントに帰属せしめるな

それを測定し︑仕様づけることが

からずらすようなことをひき起こ
が運転にはいる離に︑他の産業で
らは︑おのおのの叢初の故障から

る︒

すかもしれないような系統の機器
の闘じような機器から︑あるいは
起る全範謝にわたる結集を︵核分

分に明確なものとナる必要があ

類の懸盤瞥の巫纒の隅さに依存す
機懸系統の構戚部分の知謹︒︐用い

が必要とさ れ る ︒ 蝶 二 に は ︑ 安 全

るであろう︒第三には︑賓全性に
袈塗威霊の放繊の形で︶得ること

メリカのオークリソジ国立研究所

ろの献血︒なお︑この熱中性子増
影響は海国原子炉部長のリソコー

グハウス社ベソティス原子力筆工

だすもの︵11FIR劉千四穣七十
バ⁝捏督の指揮の下にウエスチン

プルトニウムより礁い元素を造り

で運転を始めた︒三つの装躍は①

二一一瓢＝一説榊一脚騨二＝＝一＝■＝一一■一一＝一篇一瓢二層一＝＝＝卿一一＝二購＝＝一罷一一＝＝＝僻＝＝一＝＝＝一一一隔一一＝＝曽二四＝二一一需騨＝

て全体の酸障についての推定を行

性は鳳子炉 が 通 常 運 転 の 状 態 か ら

安全基準を出来るだけ高く

起り 得 る 最 大 事 故

ける安全性仕様の寒熱に関する論文を紹介する︒
得る故障率の範囲は最も頻度の渦

定と公衆に対する詰問題等に関し︑日本側の原子力膚門伎術省と非公式討議を行なった︒つぎ

中の大谷愚改良ガス冷却炉︵AGR︶の安全上の諸將暢およびすでに解決済となっている敷地選

所開発︑設讃を蒋なうにあたって英国においてとられている翌本的な考え方︑薫．岡において建設

先ごろ︑一週開にわたってイギリス原子力公祉︵AEA︶の掩術者チームが来日し︑原子発電

籔翻鵬F・ファーマー氏の論文から

将来かか る重天な鍵

（4）
は︑これらの安全上の機器が勤作
竃一＝瓢篇一一﹇＝一＝一一篇一一＝■一冊圏一一扁＝＝＝一

◇

㌶雅運営でシカゴ大
学など三者間協定
◇・アメリカ

アメリカのアルゴンヌ岡立研究

万ザ︶②超ウラン二郎の分離とタ

ンアイソトープの化学的︑核物理

ボケツト型の放射
能測定装置を開発
③・ポーランド

ぐ新しい防護方法を発明した︒こ

瓜とA・ボズニー氏は放嚇膳を防

力研究センターのL・コツィ；ラ

ポ⊥フンドのビドゴシュチ原子

ゆ

所の還営に対する薫蔭隔協定か︑
ー
ゲ
ノ
ト
・
ロ
ノ
ド
の
加
工
︵
曽
R
U
所
で開発が進められているもので
このほど原子力擾員会︵AEC︶ 薩八酉七十万誘︶ゆ放尉化韻ウラ
ある︒

シカゴ大学︑アハゴンヌ大学協会

︵AUA︶の閻で縞はれた︒これ
的研究のために使われる超ウラン
鷹に各大学が誇加できるよう要制

NFS︑熱申性子

である︒

は︑A君Cの実施している科学研 研究施設︵TRL陸胃八十万ザ︶

告に墓ついて笑施されるもので︑

した一九六四奪の特瑚委貫会の報

アメリカ：◇

増殖用燃料を製造
φ

白であり︑京た事実イギリスで利

市内にも難設され得るQこれは将

比目的醗れた地域の原子力地点

用できる地点は公衆のリスクをほ

れは放却龍の強さを測定する小幕

ニュークリア・フユーエル・サ

は単に原子力発電計画のスタート

w氏圃蝋

闘描

多くの都市の平均は︑平方マイル

るいはすべての周辺に都市の人口

リスク﹂蝋曇大鐘市に近い地点︑あ

来の原子炉に蒙求されるリスク拳
を遇すものであり︑除子炉が璽吊

の線審測建器で放射線を取り扱う
人びとが防護エプロンのボケッ小
にいれて持ち歩くことができる︒
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増殖炉︵もとの大豊シード・ブラ
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に比越してもつ僅かの利点を一桁

らないものであり︑炉躍の変更や

ないし二桁あるいはそれ以上うわ

設刮や運絵の変更は︑一つの地点

この線鐵副はマイクロレントゲン

さらに︑遠隔の地薫を選定する

まわり得るものである︒

が必勢な地点に設醗されるような

から数千レントゲンにいたる線羅

ことによって原子炉が安全に作ら

時が来ることは明らかである︒

ンを製造する︒この燃料ピンに使

れるものではないことは非常に明

に︑約一万個のトリウム鵬燃料ピ

われるペレノトは大部分が二酸化
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海外への輸出も可能

」

胴鋼碍

長燈蛎鄭書民︶では︑昭和三十八年目から日本熔接協会および玉本

原子炉用鋼桐の国熊化と製造技術の磁立のため︑B本欽鋼協会︵会

ているが︑この茎準はアメリカン

聡所の技術基藥によって規定され

ついては︑電気二業法の原子力発

明らかにし︑国麓独子日用大型鋼材の材質が外国材をしのぐもので

験﹂研究を進めていたが︑十一月二十九日︑その研究虞果の一部を

メリカの石炭火力用および石油火

である︒したがってこの基準はア

と魁をもとにして揮成されたもの

ンシエ ヤ リ ン グ ︵ A S M E ︶ の 一

R12楊料献睡夢を利用して︑﹁原子炉用鉄鋼材科の申性子照購誠 ︒スタンダード︒メカニカル・エ

鋼凋の開発に並行して︑隙子炉圧力答惜の製作技術も急速に産み︑

あり︑将来は融外への輸出も可能であると発表した︒一方︑線子軍用

力用のボイラーの技術鎧準をもと

の技術 基 雌 と し て ︑ A S M E 一 計

杓十無ほど前から里子炉圧力答器

にしている︒しかしアメリカには

このため︑発電炉用圧力容器の麟咤花にそなえ︑原子炉眠力谷器の

なおこの試験研究には総額二億

化にも明るい見麹しがえられた︒

技術呈準の改正がのぞまれている︒

臓本鉄鋼 協 会 か 発 表 し た 研 究 成
果によると ︑ 米 園 規 格 の 国 鵬 A 三

の開発 と と も に A S M B 一 皿 を 考

があるが︑わが国でも原子力発購

一
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旗本原子力学会の銀務局は︑

︑︑ユニニ

一

二
一

タ

一二

ニ三孝ニニ

二一

多多
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簑刀給を共稼ぎ︑親のスネか

二一多

多￥

学会の主な藩命は春の卑会︑
蕪をしているのが瞼りだが︑悩

会舞の少ないわりに立派な平

バラエティに臨んでいるので薗

す︒廷箏が分懲佑されてなく︑

お世詰に役立つのは生き甲斐で

じりでしのいでいるが﹁研究の

二多二季ニニ

口塞︒倉指穴とした部屋で局長 秋の分得会のほか︑交換教授講

緊総財政が慢盤化している︒会

みは年期予算の不足︒数旧来の

一

漉会︑資源探査現地附論会︑他

しく︑と聖血伝q

学協会との共催行禦など多彩︒

賛助会員がたより︑との箏︒

多ノ多

の正本瓜を含めて五人の職員が

原研︑高儀と圏じビルの地下の

家麗的纂圏気のもと︑脚ナ会醜の

このほか四つの特別婁員会︑十

迪鞄ﾑ部︑溝外山六酉部発行︒

寝た︑総会︑分科会には参加嵩

るが︑四士二年展は断行する︒

費の値上げを︑来隼農はこらえ

学会誌は鵜文簗千五薔部︑英文

﹁貧乏でも難産しないのが強

記漁

・3

編集や講漁会の総懸に忙しいQ

み﹂という腺争力学会が発足し

から三豊円程度いたたき︑財政

が

原子シ

三の研究曹門委員会があり︑擦

会議の
ンポジウム
母体となった︒

﹁学会として歴受が浅いせい

キビシイ誰︒

改蝕をはかりたい︑と会員には

原子力学会事務局を訪閣門

多彩な活躍が誇り

たのは昭和三ヤ四隼二溺︒学術

紳㊧

・堕
茅誠司︑菊地正
士︑瀬藤象二の
月会合を開いている︒

これらのお膳立てが欝務局の
仕麟︒﹁護方の仕箏たから︑若

か︑会員はたいてい

正会員二千人︑学生会員四百

松珠磯氏︒

会

を作り︑若手研 と自分の学会だ︑という慧識を

の声に皆同感の声をあげた︒

もった良い箏務室がほしい﹂と

がない︑だが﹁せめて会議窒を

イ先生方に接して紬が聞けるの

い人には向きませんね﹂と正本

鼠いし︑気楽なのが何より︒エラ

氏︒創立十樹無も近いが︑罰念

は二の次という人が多いQもっ が楽しみしと︑職員たちは屈託

マザー学

る︒設立嶺初は三無くらいで五︑

人賛助会員三斜祉が頒嬉してい

箏漿として学会墨金を設けて︑

もってほしいですね﹂とは会員

をもっていて︑原子力学会

六千人の会員を建込んでいたが

に対する要望︒

学会論文職

うち募命を開始し康すからよろ

究省の励みにしたいよし︒近い

すっかり当てがはずれ︑﹁源子力

と思案投げ菅︒闘下︑財政的には

人瓜は急増しているはずだが﹂

過二多〜萎 一走 多一多

ニニー多多一

蕎刀円︶の研究費がつぎ込旧れた

多一

ならびに錦一繭玉間︵一ご・一〜﹂︶

一

デン低合金 鋼 ︶ や そ の 熔 接 部 お よ

たものである︒

の気象調査︑地黒計を設置しての

の建設資秘運搬用道路の測澱︑紀

耐震調査︑きらに海癒調査のため

この副圃の膏子は①現在の熟路

多一多多

南郡熊取町に設置され一二十九薙六

多 一心

月臨界に達していらい︑火学園岡

却能力をあげるため︑あらたに冷

勢町内での風両︑風調︑進出など
カ一千KWを五千KWにする②冷

一多多多︹ユ

両筏ともアメリカのハブコノク＆

利用酬究用玉子炉として貴重な投

多一多多

た︒このため︑同門査団は繕来︑日

慮しなければならなくなってき

ウィルコノクス社から圧力答耶蘇

制りを果たしてきている︒しかし

誘電の外側に波縄♂を設置するこ

多多一心

わが麟に濠た材料試験炉︵現在︑

が︑この種の研究を実癒するには

作に關する技術導入を受けるため

却塔を設嚴し⑬熱交換器の数をふ

多多r3

びその他一 連 の 国 藍 特 殊 轟 張 力 鋼

本の原子炉圧力容器の星鵬案を伶
原研大洗にJMTR建設中︶がな

最近通産省の認可を得ている︒

やす︑というもので︑このための

ぞ3

について︑ 巾 盤 子 照 射 を し た と こ

いので︑ベルギーのB靴⁝2を繊 成するために調査に乗りだした︒

利用申込み作数はふえる一方で︑

一多多多一疋

ろ︑国麗鋼 材 は 照 射 後 の 選 移 澱 展

用している︒

わが圃の原子炉圧力容器の製作

が外圃材の摂氏九十二度に対して

今年度下半期には申込み颪一件︑

容羅の製作技術は鷹子回附機によ

では原 研 の J P D R 胴 圧 力 容 器 を

実績についてみると︑発雌炉関係

に対し同薦二十六度であった︒し

と提輿した︒

電所の麟密彌斉を十一月二十八覇

月二十日から来日し

︵改良型ガス冷却炉︶の蜜全件に

塚爽−ー二本原子力産集会議を跡

ついて説明するなど︑わが国へA

問した英AEAの技術者チーム

一行は十一月二十五露拠大便館

GR売込みをいよいよ開始した︒

襲ー

で鮒者会見臼ない︑AGRは人臓

密農の為い脈所に設暇しても十分

安全であると発馬し︑次のような

G︶螂料が冷却材に対して安全で

技術的な特徴を烈した︒

あり︑濠た弓勢ともあらゆる運転

②鰍料および彼撹紺の鰍颪が非

状態においても里中件であること

常に装いこと

曲黒鉛紋藤樗は化単的︑物理的

餐門鷹をもつものであること

に安定であり︑火きな予備的な蝿

ート

ルン剤麹酸ダ

プア溶断ググ

嗜

④AGRはプレストレスト・コ

ンクリート圧力餐羅を吊いている

ので︑爽発起な破嬢の雪山性は全

くなくなっていること︒

FCA用天然ウラ

ン薄板燃料を受注

球趣羅工

古河地工はこのほと原研の篇出

語臨源実験装灘︵FCA︶用天然

ウラン要覧燃聯を受注した︒受注

頷は約六千九穏万円で︑納期は来

年四月から九月ごろまで困回にわ

河電工は︑三聾原子力工業︵株︶

たって分幽納入するもの︒京た古

ソクの製作を受注したが︑各社の

とともに碧CA用天然ウランプロ

−Aーー

技術傭報システムの構思を検討

各国で作威公我されるあらゆる

の本部組織に送られて電挙副算

原子力技術辮報かこのシステム

機に組み込倒れ︑特足の情報が

研

などというウルサ翌が

気をもんでい．Φ︒

あらわれるのでは︑とはやくも

るもの

詳報を集めてこそ貝の成果があ

號というものは自分で曲労して

肖り結構ずくめの話なので︑

らかけられた日本鮒の三々︑あ

まさに夢のような話Vこれをも

の檎報の仔在か常時把握でき︑

がらにして必要とされる磁界申

可能というから︑研鴛薔はいな

DI︵分野別調査︶サービスも

できるという▼また泥剛晦なS

必要とありはその腺糞得も入費

力偉業会議などを諮煙し︑AGR いる揚幕︑たちどころに倹糸︑

はじめ︑腹子力委貝会︑日本除子

原子力発亀︵株︶︑各電力会挫を

は︑さる十

部最ら∬氏からなる技術音チーム

長︑F・R・ファーマー保健安全 申とか▼これが実現すると加盟

のK・﹂・ノーマン猿子炉輸出部

イギリス原子力公祇︵AEA︶ の欝二手では︑国際的な原子力

英の技術者一行が説明

でも建設可能

AGRは都市

受淺額は約一千四白万円であるQ

勲雛

とを予定しているQ

日立製作所︑原聡東海野蚕所の圧

なく︑設計が出力上昇を見込んで

経費は約一枚円︒予算がつきしだ

る応力解析などによって︑急速に
力容羅を日新製鋼が製作経験して

盤子搬を強くすることによって実

採択七十九件にのぼり︑さらに今

たがって ︑ 一 般 に 原 子 炉 圧 力 谷 器
碓渉しつつあり︑窪た現在の原子

賑都大学原子炉実験所︵所長・

あるので︑冷却塔の新設が虫な工

い學急に改造に薄手するという︒

炉圧力答器の技術塾雛について

いる︒またさいきん︑原羅敦賀と

験の質を向上させたい︑などの理

箏であり︑短期闘ですむという︒

しかし工事は大がかりのものでは

の鋼材は艮時間の中盤子照射をう

束磁欄島の爾原子力究田所は︑ア

木村毅一氏︶は十一月や四臼︑大

由でこんどの出力上昇計幽となっ

はこなしきれないこと︑窪た︑中

けると︑次鯖に脆く硬くなり︑原
も︑再倹討の必要が生じてきてい

ク︵G8︶挫がターンキイ契約で 阪府除子炉審議会において 現在

メリカのゼネラル・エレクトリン

の蝋出力一千KW虐五千KWに上

後もふえる見込みなので︑現状で

子炉の設劃︑運転の安全の聞題に
る︒このため︑さ潅ごろ火力発羅

昇さセたい

京大原子炉案験所

電大な影響をξえるが︑今回の試
技術協会では︑﹁原子炉圧力容器

臼立︑褐勘炉の圧力容器を石川義

建設するが︑敦賀炉の圧力響羅を

さいきん︑わが国の原子炉圧力

関西炉の出力
上昇を計画中

験では︑①圏脆の材料が十分使用

氏︶﹂を編成し︑アメリカに派旨

美浜には欝黎霧を開設

開発機構を強化

規格舗査団︵団畏・欝田重三郎

農大炉は三身三十八年四月︑鼠

ることに決定しているQこのため 都友学付置研究所として大阪府泉

目一頃エがGE社の下舗で製作す

できる②将来は海外への輸出も

現在わが国の原子炉圧力容器に

した︒

＝需＝嚇二＝噺＝＝＝＝凹＝ニニ＝＝卿＝＝＝冒＝卿輔一輯帰＝一＝輔騨二＝

清孚することになった︒社内の原

原子力発晦所建設本部︵本部長11

関纒竃力は十一月二十八日付で

事異動を発表した︒今展の大きな

加藤博毘副社長︶を没聾した︒

において︶徐々に民間企瀦に移行

圏的は︑従来の刻子力耶第一課︑

いる現状であって︑わが蜀の特殊

一一＝一＝鱒一＝﹁＝鱒一需＝＝：二罵一＝＝一騨＝＝罵一瓢＝：二一：＝＝補一篇一＝一

その虫な甥項は次の通りである︒

一＝＝一一一一＝一一＝一＝一＝一＝＝凹輔一＝一＝輸一：

など︑今後の原子力発蹴機器圃麗

る澱重なデータ；が郷られたこと

齢＝＝一一凹一＝唱雛一簾幽＝一＝＝＝＝罵＝

大日本水二会など全國の漁業関

第一〜齪を廃止し︑新たに猿子力調

一反紐織の変史とそれに伴なう人 子力胸発推進会議の下には︑美浜

多事に放出する燃料再処理工場は

一︑半減期の長い放尉性物質を

絶対に臨海地域に設澱ざるへきで

する体制をとるへきではないか◎

い︒放射性物質の放出に関する調

等は張だ冠金に開発ざれていな

一︑魚斑藻類と放射性物質の蓄

査研究もまた然りである︒

中部躍力
中那電力は︑同社が磯魚県議会

豪た関西無力は十一月一日に美

から錦繍した︒回社はとりあえず

郡の芦浜地屋に建設する原子力允

浜原子力発竃所の建識諮町がおり

さきに協定露を取り交した紀勢町
たため︑美浜瞭

す力発電所建設事
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佑をねらっていることである︒

贈進体舳と調査研究体網の充実強

課を設けて︑原子力発電所の建設

査繰︑原子力謝幽課︑原子力建設
一︑将來発電所等の臨海地設置
については︑優良総揚や水麗資涼
を侵慰する等︑漁業壱側に不日を
与凡紛争の艶態を招かないよう立

い︑閥者対等の立雛における輩下

地条件魯につき厳選な考慮をはら

総総が行なわるへきである︒

なお︑この要垂垂は国会等関係

芦浜地点で精
密調査を開始
ない︒

環撹に適応する原子炉施設︑技術

積の関係について︑今日豪で十

×

国漁業者協議会︵会長片郷買欝氏︶

分な経験と実績に麸ついた誠査研

×

は＋一月三十繊︑東京港区新橋の

係者で鐵成されている汚水対策全

横浜ゴム会議室において第三國婁

冷却排水の対 策 を

﹇︑簸近の蹴力二塁から考え

究が行なわれていないため︑それ

よぼす水質湾濁の防止をスローガ

畏会を開き︑水資源に悪影額をお

ンに︑國会や地方講会などへの要

て︑民闘余丁を動潤して引子力発

房ゴ力発電等で要望
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らの撫薩物を瀬した入体等におよ
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こではこの報告に先だち︑このうちで騰に原

点をしぼり︑各国の現状を紹介してもらうこ

子獅へ応用されるP・S・コンクリートに焦

無岩は︑さきごろ日添原予力産榮会脳が源

遡したP・S︒コンクリート調葺団に参加︑

とにした︒

海外におけるP・S・コ ン ク リ ー ト の 研 究 開

悶幽間団の報答轡は流く公簑ざれるが︑こ

発・利朋の状況などをつぶさに視察した︒

十施設におよび︑騒騒も各人まち
法ちであったため︑どこまでが団
としての携寮佑なのかはっきりし
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かの学部にわたって取ることは

二玉

題を気軽に拙寒しあえるのは覇

たフリースピーチ運動は︑九百
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点です︒鉦日指灘教授が顔を馴
虜曲です︒

名もの学生が座り込みデモの繕

ニニ

がさして長くないと同様︑この

あり撫せん︒腺子力開発の歴史

してハノパをかけ豪すが︑なか

多の返済不装な奨学金と共に教
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君も一九五七年に設立されて以
なか思うように湿ろないのが実

萄助手︑研究助手の品川があげ

づ二多ビ玉ノ多多

米七膜壁︑木造建物に仮住いし

バークレー校でも︑今年から

験でもあり豪す︒

とは為名です︒箏態はその後︑

果険挙される甥件に発展したこ
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供することで手嶺を支給され︑
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穣徴されるカリフォルニア州は

た︒聖業鮨率をあげてふえる一

え︑全国的風潮にあわせ豪し

護憲讐
盟かな雌塵物と大工業地帯の生

て蟷広い研究を行なっておりま

実験用原子炉も今秋臨界に篤し

玉二野二玉

に取維んでいる︒

してい．宝

︵踏①目諸9冨ωけ●

化学を通じてあらゆる産業に奉仕する

六四無の難には︑学校当局が決

麓力に支えられ︑全米きっての

酸鵬三カ月の禁鋼もしくは二千

ましたが︑検挙された学生は︑

ーー

大学院学生の経済陶麗付は幾

豊かな据︑教湾への関心も非常

とができ謹す︒多様な制度︑そ

学生として必要な露胎を賄うこ

︑大学院も宿題と試験ぜめ

ASAのプロジェクトで金属表救えようとするのが屯な狙いで
諏の照射勅

すQ主に仕舞をした研究蜜はN 方の学習内容を隈られた期間に

果を醐べて

全州に十二にも及ぶ分校を為

し︑その多くが総合大学を形づ

に番い︒

くっているカリフォルニア州立

受け入れ体

れと異ってくるのも当然といえ

冬のある禦部︑中西部などのそ

制とで大学

が︑業国の大学が大学院教膏に

院の奨学が行なわれております

・
鼬
ｴ子力平和利用基金の留学を終えて監

はイオンロ

ての大学院の重要性も薙を追っ

すが︑一方教脅期闘の延艮とし

おり︑これ

所︑その他の麟立研究施設の運

の金属に対する男舞いの基礎的

ケソトの開発に伴って狙イオン

大学は︑ローレンス放射線研究

研究関係予算をもっとも多く受

営に当っているため連邦政府の

留学の締猛りに各地の原子力

ます︒

で行き屈いた案内を受け︑有慧

研究所を兇冠し豪したが︑各所

隠魚は経過しておりません︒か

本腰を入れだして以来それほど

つては︑外国からの優秀な科学

大学院学生も必要単位を取得

て強調されております︒

者の流入に期待するところが大

は︑それらの膨大な研廃施設と

義な酎論をする機会癒糧たこと

ております︒五牲の学生がセシ

するまでは驚倒と試験で追いま

きかったといえはいい過ぎにし

共に強く田象に残り豪した︒

知識が必要なことから行なわれ

くられる歯群に出席しますQ桑

ても︑第一線の科学技術者の自

らの留学生数がミシガン大学等

ルミに当て︑たたき出される金

ウムや水銀の︑イオンを鋼やア

原については︑大学の幽記する

給体制を整えた楽国の将来は洋

けている大学でもあり︑外國か

施設ばかりでなく大学が好意的

と並んで多いのは︑秀れた教膏

属原子の個数︑角度分布︑エネル

圏録に内容その他の必要懲項が

に受け入れることにもより黙

欝細に説明してあり︑各学期の

多多

強すぎて身なりか酬わずひげを
玉

小崎正光︶

︵名古騰大学騒気工学科

多多玉 玉 二 ノ多

バークレー校は嵐宙な校風が

々たるものと考えられ豪す︒
選択し謝す︒特に単純科目の物

玉

︻投稿歓迎

初めに出る時点翻にあわせて

二多

理︑化学︑数学などは各学部で
ノ玉

ンなどをはしめ︑最済ではカナダ

圧力が筒いためあまり繭していな
英困中央発電庁︵CEGB︶は経

でも圧力櫛制室となる建寂外壁に

い故であろう︒

れに対してビネラル・エレク
ていないが︑CEGBもPS厩こ力

トリノク︵G驚︶祉はPSに対すPSコンクリ⁝トを刊上する設訓

済帆などの主結果以外はタノチし

腎器の将※にはなんらの三島もし

る黙意を示している︒GE挫はフ に入っている◎スウェーデンで

の設議

あり︑わが国のように猿子力発電

や大寧のT・Y・ライン教授にP 以上のような趾鼻各国の現状に

覧観し︑これと別にカリフ謂ルニ

と提携してP9駈力容器の研究遊 換のできるよう︑特敬の取換黒鍵

エ・デクイブマン︵SE駕E︶往
圧力響羅とし︑ 運転中の燃料取

は︑沸騰無水炉の次のものはPS

ておらず︑今後の大型化に対して

わそれはないと明出している︒

も︑PS圧力響器がネノクになる ランスのソシエテ・エチュード・
アメリカの軽水炉の圧力容船は

Sドライウエルの設dを依頼し︑

所候補地の選擾に蝕労している国

ガス冷却炉に比へてはるかに小ざ

作︑輸送︑釣込ともあ眠り悶題と

く︑現窪のところでは︑工場製

概賂設濁を完了︑丁でに米国内原

われている︒ライン馬飛はW口通の 力谷器︑PS繋辞答器のメリソト
鉱筋コンクリートとPSコンクリ は他国よりもざらに大きいと考え

では︑輸送上の間題より︑PS圧

なっていない︒しかしテネシー波

ートの両方のドライウエルを設刮

圧力谷器は杓千ナになるものと推
定され︑工場て輔切りで製作︑現

ートによるものが一〇〜＋五％安

所の大型化に順い︑近い将果鋼製
圧力答器の隈界が各所で悶馳とな

いとい︶Qこの内鍵は箏故時の思
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地で熔接︑焼鈍憂行なうと伝え6

し︑この経済比較まで得なってい
関係の土建技術者として︑これら
るが︑これによるとPSコンクリ の問題と頁剣に取組む必要を痛感
ることは明らかであろう︒かかる

情勢にかんがみ︑米困臥でもPS 竃圧力による応力および変位の計
トフォースに対する間題簿が残っ

圧力谷器︑並びにPS格納暦器の 算のみで︑内部趾度およびジェソ
離職開発が行なわれ始めているの

ているが︑このPSドライウエル
ウエスチングハウス祉は︑今の

署板となる日も近いと忽われる︒

がGE祉の瓢界各国への売込みの

でその概要にふれる︒

ところ圧力醤器並びに格納容器に

その他の圏以上の他︑原盤炉

ない︒PWRの鋼製格納警器は上格納容器としての原子炉建駅への

対してのP麟澗案は発表してい
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各国 が 利 用 に 熱 意
力姥業絃議では︑両幽間に臨刑す

るとともにPSコンクリートを利 Sコンクリートに鰹接関係のない
旛設の視察先も多いが︑PSコン
罵している欧州の原予力発羅所の
国の原雲鳥施設へのPSコンクリ

クリート闘査贋の一員として︑各

完備した施設
持つフランス

他の一つは油圧によO︑内圧一平 F︶の手でなされて沿り︑われわ
れに凶としての方針と技術者のな
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大型化で鋼製容器に限界
商業用原子力発電所の大型化と
経済化のため︑世界番㈱が隔子炉

の麗力容器︑あるいは格納容舘磨

ととなった︒塗加入員は︑ユーザ

PSコンクリートにしょうと鍔力 視察を兼はた醐費阿を川州するこ
していることは周知の甥災で あ

とし︑五月二十一凹よO約四十日

れはシノンにおいて︑EDF−方センチメートルあた〇五十㎡

すへきことを氷している︒

くほどの意を用いている︒われわ

り︑すでに藻仏のガス冷却騨に全
ー二葱︑建設業者五領六名︑PS ートの利用状濁︑およびわれわれ
ギー分布などの測定をし豪す︒
す︒
の態類を蒋干紹すこととする︒
繭的に取入れられている他︑最近 業者一薪の九猛であったが︑各人
私が籍を蒔いたバークレー校 大部歴の翼験竈に二︑三の研究
の樹察希望先は隙子力グループ別
では︑氷飼でも軽水蝉の圧力容羅
猿子核工学科は教官数十五名︑ グル⁝プが一緒に入り︑各人が
およびドライウエルに対するPS に多媛に分れた︒
大きな袋澱を組み立てるのです
大学院学生函名余︵内二曲は外
われわれは鷺程を両三畿に含せ
コンクリートの研究が盛んで︑近
ぐ狭くなり謹すが︑実験上の問
客留掌生︶の世論で学士誤程は
PSコンクリートを発明し︑原
るとともに︑福察先を整理し︑P
い将猟実現しようという段階にあ
μ玉 多
一 二多 玉
子力施設に対しても︑G12︑G 玉 多多玉 二多 一 多多玉多多 一
Sコンクリートを刹剥している発
る︒
しで圧力を一平方センチメートル
農とし︑コンクリートの臨力︑変
−3をはじめ︑世界に先がけて︑
時あたかも︑資ンドンにて剛際 鷹藤視葉を主とした火略のスケジ
議⁝ルを縦み︑あとは二一の希望 PSコンクリート圧力容器を利罵 あたり百二十五♂鰐まであげ︑ク 形・ての他嶺測定甲である︒これら
し講評たけあり︑研究隈発にも驚
の実験はフランス応力庁︵ED
ラノク発生の状況を調へている︒
プレキャストコンクリ⁝ト盆識︑

ート公議が開催されることと な
の藤を終えた︒全服の視蟹斑は三

パリにて第五圓隅際PSコンクリ により田とはなれて見学すること

り︑この膿奄利用して︑日塞原子

3︑4の試験を完了した鞭型をは 鰐︑内温摂氏七†瓜に保ち︑外部

国
米

英国PS容器の将来性 に自信

仏と共同で研究

しめ︑次の原子力炉ED翌一5の コンクリート授受万度を拶氏二十
の一スケールで︑完全にエアーコ

実験を見学したQこの模塑は五分

ンディシコンざれた実験独の中に

ノ

則としており︑圧力容羅も照度︑

スペシァル化

飛9

スとは蓋帯嚢なる力芝をとってい

駅

も各グループに求かざれており︑

庚︑ 和 院

二疑驚

一二＝臼ζ

写爽＝上は建設中の仏EDF−4

置かれている︒槙型は二つあり︑

（

化学工業薬品

SPECL△AL

イギリスはオールドペリー︑ウ

亀

禦︑3

馴

一つは巡転圧一平方センチメート

疋

□

資生堂

二

の炉の建設用に申請を出したとい
イルファ︑ダンシネスBとPS圧るQ圧力容器の研究開発︑形状と 谷開発燭︵TVA︶の手葡MW子

︐ゆ

ヨ

下は米GE社のP・S・ドライウェルの概略図

帯分は薦蔽を行なわないことを隙

，

¥五度寵をξえ︑次に滋度盛な 力答器を利用しているが︑フラン
一二

ルあたり四十五㎡鰯で内外に擾氏
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三生を促進し︑繕懸船の竣工を昭

設計の肩綴み︶が冗了した︒幾分

次契溜分︵劇職設dにい七る南本

一︑珂工場の設戯は︑最近衛一

一葦工揚の設訓進捗状況を観簸した

和万十邸飛白牛に行なうことを階

閥題はあるが︑概略スケシュール

とし︑舶用蝉の敬鍵に三三な研號

実用原子力船は︑昭庸四十年代

途にして必豊な方叢を搬進ずる︒

には始二次契約︵詳細設讃︶に調

瀬りに進められており︑明春一月

＝︑技術糞の寒紅舶暴
を為すると患われる舶用蝉は加圧

の後置に建造露画す．勧ことが瀬騒

轍

水型軽水甥の改良され陀ものと考

であり︑敵府は適切な助成策を欝

の開発縫暑国で進められてい

えられる︒そして今後十艶聞の原

じる必蟄がある︒藻た将来のため

るが︑この＋無間に韻当の経済性

子力機囲の建造コストは︑窪来船

長期＋画

分科会

の離珊機関の二工程度︑燃料費は

国や関連麗渠界が一体となりうる

れを終了する︒よた同麟は商速増

場は現在試遁転申であり︑明荏こ

一︑仏国のラ・アーグ脅処珊工

印する予疋︒

軸馬力時蜘りニミル以下になるも

体制の検討が必蟄であるQ

ため︑湿式法による特殊プラント

原子力船

海外諸脳の戚果驚をもとり入れ︑

三︑経済慌の見通し

陶主的に進めるへ毒である︒

五︑研究開発第一船の成果や

のと期徳される︒

の輸送ロストを隔速コンテナ船お

稲炉ラプソディーの燃赫再処理の

よび麗大油槽船などの窪来船と比

かり運開にいたる一切の貢任を

年内にオースト

ラリアの調査も

海外のウラン三原

〃擁外ウラン負掠の飽保について

なお今力氏は回日の詑占会見で

にウランの昆期買付契約を締結す

は鉱区の買いとりもあるが︑早期

は士一月八日認者会姑し︑同公祉

副画中の核燃君再処理工場の詳細

る方が脅創たと憩う︒原燃として

儒一次契約分

捗状況について︑

は年内にもカナダに次いでオース

地椙として知られている︒

コに次ぐ米田の臼望なウラン鉱床

ワイオミノク州はニューメキシ

郎した︑

り十二月十二日含同嫌幽契約に調

ン鉱肱の探鉱を天廠す勾ことにな

米潤ワイオミング州中央部のウラ

ダのリオ・アルゴム拭と共同で︑

三詑盆属鉱業はこのほど︑カナ

国でU探鉱へ

三菱金属米

と述へた︒

を終り︑明春には第二次設譜契約

悦なとについて倹討していたが︑

輸省と穏子技術圧が事務次冨べ！

GE縫が負ういわゆるターンキイ 十二月十二日︑所銭篇庁である運
方式を採り︑契約上は請負契約て

スで晶し隣った結果︑内子力弟一

が一致したQ同省庁は今後原子力

書は特殊貨物船とすることで恕兇

あることを明確にした︒

本年着工︑四十

委員会で了．小を得るとともに︑民

聞側の協力も得て︑近く大蔵省と

O
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PWR燃料体

編藝
亀

明3︶

年内に専門部会へ報告
二十年後は

放水設備など主蟄土木工纂︑主装

①原子炉型式

五年十月に運開
主畏機器仕様概袈

︶の懲設を無いでいる

︵AT一

較してみると︑わが幅においても
十隼後には三ヤノノトの龍巻︑お

鳳子力発電は遠来型炉か主流となよび五十万ゾの後省において十分

政府と小間の役睡り野分の間

化するよう努力する︒

原子力船
艦籍

厭子力媛員会の是鰐認画簿門部会︵部会長兼態寛九郎氏︶は︑十月一＝日の初会合以隣八分科会にわ
かれて審議を進めているが︑このうち原子力発聡分科会︵分科会長松擬宗一遣出副会長︶および原子
力船分科会︵分科会長山県農夫海壌協会会長︶はこのほど中閥報笛甲子︵案︶をまとめたので︑きた

変圧器以降の電気設備を除く︒

んである

トラリアの資無調査をも行なう萌

mゴバン祉に依覆した核燃料再処

原肛大会への出胤と同時に仏国サ

一︑十月兼から約二遡闘︑米園

次のように語った︒

に凋剛する短軸である

など概要

設讃︵仏サンゴバン社に依頼︶進

が昭和四十一ハ年雀乃域をは途に建設

皇子魁料三二の今井夏芝琿饗昆

再処理工場の狙目依頼

来年﹇月に第
二次契約締結

ても昭拍五十銀代には娼嶺数の瞭
子刀船が開発されるものと予想さ
れるが・現時点で脅後の開発規漠

ついて的・今後二十年綿にわが瞬

原子力船となり︑これに油槽船が

で建著きれる船舶の約一門程胤が

ｴ子力船．

鯵第一船の鱒造運航の経験．僧もと

︑召干瀦わるものと考えられる︒な

︻︑關発の意嚢濾胞

等温蟄繍継を議する︒

子力齢漿に対する財蚊資金の激動

ための諸措罐卸侶はかる︒その他瞭テナ船・定期薫掛貨物船の三種に

利用の促遣︑発霞噛の用地確保のを晃趨すことは困難である︒コン

赫サイクルの確立︑プルトニウム

全の搭置を講ずるとともに︑核燃

施読の安全性についてひ法醜き万

努力に期待する︒繍は駅子力発電造説劇等からみて︑わが国におい

欧米諸圃の建

るものと換えられるが︑その煽厳競会しうると考えられる︒

るとともに︑司及的速かにその国

産化を図ることにより原子力産業
の星藤巻区立す．勺②払燃料の安定

四︑開発計画

る十六日の分科会で再検凶した上総禽分科会に同案を提繊︑了承を得て︑年内に門閥報告として魯門

四︑進め万①照臨は外国で凱

化わよぴ堅陣は空として旧業舞の

とすることは特に工不ルギー安定

の規拠で三千万一四千力KW難度 眠された在来型炉の建設を尾張す

での隙子力発墨の開発澱を︑運閲

部会へ報儒する予短である︒また他の分科会も︑年内にこれまでの冨日経逸をよとめ︑専門部会へ提
出す．勺ことになっている︒

この轡門部会は︑さ勺昭和三十
六第二月に策冗された原子力開発
利用長期瀦幽を現状に即す．萄よう

供給の立場から墾ましいと憩えら
れるが︑これらをも含めた観点か

磁都し︑今後二十翁間の張を展望
しつつ昭和五十年虫での十年間の

供絵と効率陶利用をはかりうるよ

の自主闘技を進め︑二極胸に実用

ルを確立するよう努めるゆ動力嫡

ウムサイクルによる樵燃料サイク

規模では五白鼠⁝六酉万KWが磁 う国内に樽いてウランープルトニ

ら︑昭頽五十無までに運開となる

にしょうというもので︑こんど提
蟻であると考える︒なおこれに二
つくと滑工規摸では一千刀−一千

竃力KWになると思冤される︒

十月運転開始を圏糠に︑福勘涼子

契約の特蝿

一次系の機撚を五年とした︶㊤設 迩舶体をつなぎ禽わセる︶の可能
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東電︑GE社と契約

出力は四十六万KWを保証
力発電所の黍俗的建設工饗に巌手

東京電力︵社長木川田一隆氏︶

は十二月八眠︑東尿内幸町の凍臓

①特に安全牲に魚点

垂垂で米国GE筏と同祉禰島原子 することになった︒

懇

欝鮮騨灘糊岬

監6L

推進計画および敷声施策老明6か

臨される腺子力発電︑および原

︵策︶は概要次の迦りである︒

子力船両分科会の申糊報告鷲ナ

原子力発電．
一︑開発の意嚢省略
二︑経済性の晃遜しわが国に

おけ為原子力発露の経済性辻成の

時期は昭和四十五年展ないし昭和

五十年度頃と寵43えられ︑それ以降

昭和六や琿度農

二十五国号は休刊

豊雷p．﹄8㍉8㌔・亀．︒8

灘蘇

，

はさらに狡術進渉によって一段と

︻二︑開発規横

この物煮凝物船構想は︑健来の

予鎗折働を行なうことになった︒

たしますか︑新砕冠︵︸月五田

た︒十二月二十ム日りは休刊とい
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費は出力によって顕しく異なり︑

気艶生システムの資本費は八百七

致している︒レポートは︑現在提

多多⁝

一芳軸偽力の掘禽︑六百五十万が

嬢されているバブコノク＆ウイル

されたこれまでのコスト斜圃と一

政暦．民間の専周禦によって調査

米Nus十四万軸馬力で千二函万ドル

原子力船の資本費を調査

コンサルティング会征が海事局と
の契約で実施中の経済性に闘する
三櫛顯の調査の内の二番臨のもの
である︒

燃料サイクル・コストに関するも

コノクス︵B＆W︶批︑ウエスチン

⁝多

め︑㎝九六七年の終りまでにプロ

技而陶協力協定について交渉中で

ている︒同社は現在スペイン源子

で︑アメリカが最初た輸話した鋤

ジェクトの提餐をするよう臆柴界

話ークリアレスSPが爆味を添し ーソン・ジュルデン社に依頼でき

原子力研究所の本線に設けられる
ト60照鰍蕪雌の設扇について米パ 予驚で︑コバルト60の最島答量は

力炉であるQ

滞留①か嚇め︑ 一九山ハ四年八月︸日運

扱っている核毬は釣七十麗︑偏

醐り宅﹇ぽ9

名にして約干薄葬穐という︒
ぎ︑きp︶︑つ．

鷺燗

日から実徳される震艘総ガービス

現雀︑鍔孔は一九六九舘一月︻

は運転出職開する讃劇である︒

憩以上であり︑一九六八年切めに

たが︑隊子力発羅難業の増大は予

の耐大分先のことであると協てい

鍵業勝のほかは︑鰍内謂襲のある

のバーター契約下で笑施される紙

れまでの国社の予想では︑外困と

期を早め．勾よう請麹中である︒こ

ンに転換する工場︶の選転粋開時

工場にかけるため︑六フソ化ウラ

プラント︵イエローケーキを濃縮

所有のイリノイ州ミネアポリス・

餅初六弗化Uの需要増予想

転換工程再開を計画

転響止になる燦で︑一偲KWH以

の袋入による応力集中と振動の聞

上の発蹴を行なった︒新しい炉心

試験を行ない︑六月二十三環︑ケ
ミカル・シムで臨界となった︒な
お︑バルケイン罰画はイギリス源
子力公社とベルゴ・ニュークレ〜

ﾅ蛾撚
灘⁝

．蕪雑@
懸灘
・論

このほどアプリカシオー拳ス・二

あり︑家た五畜キ磨り一のコバル

一九六二年八月二十九日逆賊鼻

に求めていたが︑こ2←に呼応して

ウエスチングハウス社製のPWR スの食品照射訳業を実搬するた

︶多多多⁝︐︐︐多〆〆︐！﹀︶≧︐多︐多多︐一多多︐多︐⁝︐多多多

のコストは急速に低下す．萄ので︑

ので︑調壷の結果 湧期炉心以後
って︑AECから導水を樵期する

炉の憎報交換協走を紬ぷことによ

ユーラトム婁奥会は︑ORG璽L諭画︵趣水減速蒋機物冷却解開発凶画︶を実施するため︑本無甲 委員会︵AEC︶と盗塁・為機物 最初のものは︑舶用煙における
か︑来年一系ごろ雛樋編力二十五万KWの除型炉建設に関し︑煽盟六ヵ園の除子力機盤メーカーに副
肝なプロジェクトの提纒を雲請する齢画をたてている︒このためユーラトムは一九六七無量予沸とし

とくに還水︒有機物炉の線型顛

時亭愛するものと見られている︒

イスプラ研究所で使われる重水

するメーカーのシェアーや相当額

ORG封L計画は︑ユーラトム求めたのち︑総プロジェクトに対
建設については︑アメリカでもH

内でも比較駒発臼権の強い西ドイ
がらユーラトムの磨圃も難航が予
ている︒

ギ

塚の考えであろうが︑大型発亀

建設中のスペイン︑ゾリタ原子力発蹴受

幾

黶@叢
二

J簸

一︐︐総懸

放同日

一義麓擬駿襲煽曝書蝦嚢襲畦柴幽癖
@称

@晶若εわずアイソトープ︑放射
ヒ︑く乳．コロ︶三こ︶ρi・．︑ヌ﹂

翻1薩無難亜

てORGEL原捌炉設ぶに必 急 な 予 算 措 灘 を 講 ず る も よ う で あ る ︒

が開発中の 騨 型 の 中 で ︑ 簸 も 虜 点
の田鼠を負撞する隙力会社のスポ
工十日燕で

を躍いているもので︑すでにイタ
ンサー巻求めるなどの間題が介在

設し︑過去 六 ヵ 恩 間 に わ た っ て 研
ツなどは︑あより闘心を示してい
想されている︒

るもようであり︑スペインのDO しかし︑AECは来年一月までにとなり︑バルケイン炉心と取りか

難％︑一九六七駕六月

リアのイスフラ研究所ではこの臼

WOC R の 来 年 度 予 鋒 寺 上 を 見 送
の期限で濫用しようというもの︒

號闘発を続けている︒

ないといわれており︑実際に際型

ているが︑ユーラトム加盟圏の
的のためにESSOR誠懐炉をし建

ユーラトムは︑今後隙型炉建設

ル

イン炉心で臨界
ペ

が濃縮の乗ばくを受けない山窟

スペイン産簾界

食品照射計画
に興味を示す

実施しているものである︒

ターにあるBRi3は︑バルケイル辻が小型動力炉の漏発のために

ベルギーのモル転子刀研究セン

一

BRi3︑バルケ題を解決した後︑本年四刃金装荷

蝉を建設するまでにはなお開脚醸

て︑大型化のみをねらってお

港の追随で最も宏易な遊とし

日隷の原子蝉メ；カーは︑外

虫じよう︒

⁝方︑ユーラトムは︑兼原子力

についてのプロジェクトの提唱を

でも憶饗勤力会議ても︑今まで
くり返し舗議されていることは
巾すまでもない︒
とくに筆者が印硬鋼︑受けたの

万KW以下の天然ウラン炉の開 炉としての筒速増殖炉や新型転

それぞれ九㎜二％︑七％で︑全出力

ン炉心によΦスペクトル・シフト

ない︒このことは︑鷺力系統の

換炉をねらっているが︑このよ

は︑英AEAのスチ誌ア〜卜瓜り︑殿解力婁言悩も煽発の一望
大轟さからくる浬駈上の揺頼麗
発を︑蕩属託から熾烈に要求さ

璽糠纏

産
フ
プ

子
や︑経済的没賛に見合っていた

運転︵一璽千畑餐W︶は＋二月

も︑蔚述のように総めて激濾あ

てこれにこたえたいと述べたこ

れており︑SGHWRを敢良うし
な小型蝉の記鍾にいどむこと

︵脇坂溝一︶

月例もあるではないか︒

初めに実施され紀︒BR13は米 スペイン蚊鰐は︑先に繭策ぺ一

ばかりでなく︑動力卿と組脅さ

る道である︒小型炉と駅組むこ

いQしかし︑一気に蟹鷹勝とし

にむずかしいことかも知れな

とは︑臨界敬の課題もあって誠

エンジンの総出力

一手KW程度のものまで進む必

ト用として熱出力数刀KWのも

旧き変るものや︑圃地サイズと

り︑糧来凌駕する

のか・32でも尊い︒故池甲臼糟の

して︑引力暖房燕気総掛プラン

こともあり得るであろう︒この

ないか︒貧乏人の璽大憩思をす

力にかなり接近し

ような状癌は︑大型発磁の外に

て︑田露は小型炉に挑戦普及を

た数値を示してお

KWに遼し発職階 要もある窪い︑配罐贋変蟷所に

を考えると数千万

わが国の自動車用

ひるがえって︑

とである︒

れ為タービン辱の製年隈鼻の内

将来 の 昭 力 舗 蟄 の 伸 び は 著 し

にあったかるでもある︒

いので︑儒盤藤からさるに大型
化への希製を繭すとしても︑蒸
気を用い福島り過熱哺鮨な二二
裟で敬良されたとして︑たかた

か葦穂二面万KW豪でで︑こ の
攣を鮫るとすれは︑送電鼓術や

欝めた動カシステムとして最泌

小型発電炉の鑑及の酊罷牲を︑

讃るへきではないか︒先進因米

エネルギー利用の産黙設備等を

化を譜つた技術の開発を譜る二

必ずしも無観するわけには鶯か

国は弗一漕聯として︑すでにア

﹂は脚ゴ悶では

三があり︑節大化必ずしも最も

ないであろう︒旗た︑寂鷹にお

﹁貧乏人は麦を

経済的といえないかもしれな

けるエネルギー需要も難と熟に

ぷ年十月︑マニラで開かれた

増加し︑年﹁万KWHピーク四イソトープ蹴池を開発したと報

b

@

い︒

エカフェでは霧加圃からも先

p

拷黍にはトランシスタ開発の

竃のこ〜藁︸簡︑で墨書用パワー

﹂

@

〜五KWに到恋する時点は︑現 ぜられてい導︒

のない竃源の酋及はての技術開

﹂

。．．

@

@

に浴したいので各国の躍力系統

隔

@

遺緒属阿徽︑賑挙力発躍の慰恵

P

@

次の開発の柱にせよ

に麹憂し符るよう二十力KW以 ユニソトもそう遠くない︒電線
下の経褥牲ある勤力蝉の熾烈な

島

難
…

…

小型炉の研究を

接遇があったQ一方︑A王E猛殆噸煽によって可醸轍が十分に

﹂
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一

︐

一

︐

の引きとりについては︑⁝部冗威

豊本にはトランジスタ開発の

会で申Oらに煮つめる予定である︒

第八回R一会
議開催も検討
アイソトープ婆
ロ本題子力醒巣会議のアイソト

ープ委疑会︵蚕員長・汝西一夫
氏︶は十二月六口日午後一時半︑東

野虎ノ門の大和鍛行支納会議掃で
弟二会合を開漫︑Φ第八圃臼本ア
イソトープ会議開催︑②原子力工

業における﹂亙Sの佑系に関する

尖態醐飛の申間馬嘗︑ゆ猷騨事業

第八同U本アイソトープ会識の

の強化拡允などを審議した︒

開催については︑滝頭十一月中旬
東駅で開催するが︑とくに第八回
塩鱈は本球麓から発足する新しい

原子力開発刊用長期計画の芸体

需＝＝ニ＝＝一肩皿胃隔＝一需＝＝＝＝鱒＝卿＝一冊＝一騙＝讐冊＝＝二一一一帰＝＝冊一＝二冊＝讐＝＝瓢﹁二一

日ポ放心牲同位元讃協会一遁

ニゆプォゑまプミむ

マ

ぞぎナ

のと予想される︑このため︑アラ

橘

取り扱っているのたとの気持て

また運搬中は︑放射牲物質を

んなRIか︑線蔽率はいくら
か︑チエノクをしながら惣器の

−

が国としては︑特殊冥罰もあっ
て︑關題点をよく燕つめた後︑ア

のドラフトである︑②しかし︑わ

メリカ側にが文・生つけ．⇔︑鞭でき

ンサルタント組紙なととの接触を
緊密にし︑わが国の自主開発に役

A︑各原子力桟関︑フかーラム︑コ

立つ磁際関係の樹立を擢極陶には

れは︑現在建設のはじまった二線
子力発電所の切鐵噂話科の供給契

かりたい﹂と語ったQ

融などについて犠議︑検附するこ

国際協力のあ
り方等を審議

胸に†分間にあえるように来年度

雰

揃氷原子力協力協定の改訂雌題

協

については︑科学技術厚原子力西

圏

日本原子力吐懲会議の困際協力

力発脈所を建設するためアメリカ

関西原子力魁談会マは十二月

ウ

一無展の堺栄報月虹㍉を騰議しκ︒

十二口︑第四巨峯肇会を騙灘四十

☆

は塊實を図りたいとのこと︑

されたので︑網島ご而璽のむきに

めて﹂5たか︑かなりのものが艇︐鳳

力機糠メーカーのカタ臓グ填を集

た除産凝多望では︑こ琵まで下煮
畢務の甲堀として︑癬外主脳楓子

申込は同政議調査課︸で︒▽ま

得醐4弔している︒一詣・一隅穴十円

告﹂の央文版を作成し︑弟漁者に︽

原子力発刊研アノケ⁝ト調複報

調資時報十一弓で発賦した﹁海外

◎
一
☆鷺本漂子力慶業会議では先頃

原産通一侶

の概況︑弟六編一その飽︒

の概要︑第鍼編−所鱈特殊法人等

究所等の概雲︑第四棚−冨議会導

実施施策の概装︑弟三編一付属研

雄湿︑それに軍蒲利用の推進など

畢力の開猛利用や鹸蟄総合研究の

れぞれ第一編は膜壁︑鯖瀬編は線

同駕報は内谷を六禰にわけ︑そ

述へられている︒

ざましい濡躍の記録がこくめいに

発甜用をはじめ︑付属機関等のめ

したもので︑争宙開発や腺子力開

度に実施した染脇を中心に集大成

丁数十周年囲に蜀たる昭和四十駕

これは囲片が︑設置されてから

︵第十号︶を発刊した︒

はこのほと︑﹁科頗技術庁年報﹂

炉を倹誌しているが︑このほどカ

とフランス︒イギリス型黒鉛ガス

団体に触年蹟を贈ることになっ

た▽謡画によると︑臨接︒夕桜

・メディアの二つの分跳からそ

に原子力に関聞した分野とマス

れぞれ藁積のあった一名あるい

は⁝団体を魍んで41状と紀念品

の慧金が用溢

急贈り︑特に鋼人に対しては︑

年間舵癩へ．㌔千

されるというVとりF60えず鋤一

回は来年十一月のシカゴ大会で

発表されることとなるが︑この

AIFに提出すれはよいことに

癒滋または揖薦は八月末までに

いる︒

である︒

離塁墜

の国内産業が王Q％曼注する見込

なお︑鰹設に遍ってはスペrン
ジアナ州大の科学菅が︑AECか魏軽水炉ハPWRおよびBWK︶

より運転されている︒これはルイ

ら年閥十一万五千がの補助脅受
け︑低レベル放射線照射によって︑

酬＝＝＝謄＝謄一＝一隔皿一瓢冒π＝＝＝ニ＝﹁＝＝＝冊一﹁＝一二一犀＝需＝皿幽＝¶

イド・ケミカル社は︑六フノ化ウ
＝一一冊騨一二＝＝＝：二一＝＝扁二卿二皿一三㎝詳＝一下＝帰二F匹二一冊コ篇一一霊＝＝曽＝＝

あり蔽す︒ビンの場禽︑液体が外

をごっちゃませにしてい．哨所も

一力︑放附性心廃物の処鰹サ

ハルト60を納入しているが︑取気に語っていた︒
扱ってい・釦核種は約七十賊︑品

は︑輸入酷︑岡内

称

放同協

品をとわずアイソトープ︑確認

にこぼれたままですしネ﹂と
こぼす人oR王はそんなに簡単

ービス禦梁は昭稲三十四年︑潮

さいぎん︑わが瞬のR至利用 懸の捕助金憩うけではじめるれ

鑑にして約千五薗廼という︒

に取扱っていいものだろうか？

が急難に伸び︑ここで取扱︶核
好物容器ζ貸しておき定期附に

たもので︑各肇業所に無料で廃

愛鷹薬品の注文の窓mで︑毎月
全国山雀酉ヵ所の大争︑踊翫︑

廃撮物は現在のとこうてんなに

圓収する力法である︒しかし︑

団収にでかけ︑容器のフタをあ

この生絹で一類困ることは︑

と大きな施設がほしい由Q

で︑ある晒臨で楽器さんが通路

半減期の短い輸入飛1の取扱い 猛てこないので︑九州から北海

廃棄物処理に苦労

る︶トラノクで行脚するのも年

東︑開知︑九州の缶貯蔵駈があ

放同協とRーサービス
いるときに︑飛行機の郵漕が遅

稼治療のために入院をひかえて

いう場へ口︑ハラハラすることた

れたため︑R王が麗に弔わぬと に一丁ぐるいという・

そうた︒ユーザーのカはいつも

実験スヶシ4ールをたてR王の 緊張し豪すよとのこと︒
一般にまた放射性廃葉物は︑

集荷をする人は︑もっとラジオ

納入を絡っているので︑遅れる

いわゆる

と同しものた
賜るとのことQ今ごろはイギー1

と全繍から電話がじゃんじゃん

イキ物の取扱いにあたってほし

オイソトープの偲識をbってハ

いと論っていた︒

器に投げこ舐れているときは大
へん困る哨︒﹁不燃物と可欝轟

という轡識があって︑乱雑に姪

くなる時期た不とある人は心配

スで携が深くて飛行機ち飛へな

導線

けてとん探種類の廃棄物か︑ど

研究所へのR王納入かる︑各肇 種ム多くなってきたので︑もっ
識所で演舞によって汚染された
廃棄物処鯉のサービスを実施し

一﹂聞公﹂みた︒

聡し織田譜につい

ている︒今翻はここ放同協を誘

紳⑱

畳理をうけた銃︑

注文に応じて小分けされ︑包芸
︵液状の飛1は小びんに晶め︑

ゴム栓をしたのち叡聞にくるん
で缶品にし︑ダンボールの蟹に

入れる︶︑発送される︒11写翼

現在︑この作莱には十入︵この

うち八人が放射線取扱蕩心技術

蔚の青嵐ぷ．向している︶のベテ

ランがたずさわっている︒すで

に内向協は約儲君キ﹇リーのコ

ラムの編成︑①展示会のκ施︑⑤

とになった︒
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の原霞︑放尉性同位元三協会︑日

とを決定した︒このため空翻者側

影線子力学会では︑﹁第八回日本
アイソトープ会議鵜縮喚員会﹂を
設けて︑の論文の舅集︑選苔︑⑭

見学会の実施︑の海外参加比の招

会議の構成内谷の決疋︑ゆプログ

草における関連同盟の研究開発を

化︑死1の工酒淫用の翻発︑核眠

促産させることに焦点をあてるこ

中には協冠ぷ発勤させたい︑なと

パプリノク・アンダースタンデ

年次総会で︑隙子力の

護憲贈蟷卿
横際譲長より説明が行なわれた︒

試ｵ田午後一時半︑原産会長室 しかし︑この聞慰については︑今

の点か小された︒

婁貝会︵婁員長・麗海里氏︶は十

ぶたこの臼︑今月線上公社理箏
で開かれ︑①原土の国際協力のあ

秋原子力局が改訂作業に潰手した

となっている◎雲た主な鐙貼につ

碁ぎ技縦続︵長薯二階簸進氏︶

科学技術庁年
報が出る墾度

大会についての報震左行なった︒

原子力既業命議︵AIF︶の年次 ィンダに試記した個人あるいは

長は︑先月開催されたアメリカ

アメリカ政燐かるわが国に対して

いが︑この田の説明によると︑①
この田︑原厘の国際協力のあり

さいきん︑塔0瓦てきた協疋の案

改訂などを審議した︒

いては現伍JIS燭格がおおむねり方について︑e濤米原子力協疋 ばかりで︑公表できる段階ではな
そのまま便用されているが擬準化

方について︑縞本原匿促豪第任理

文は︑アメリカがスペイン︑スイ

原巌J−S規格について

実態調査の集
計作業を開始

新しく﹂王S規格にする必映が

事は﹁これまで広い馳囲にわたっ

が高すぎるとの所見もでている︒
日本除．＋力配議広幅では︑この

あるものについては︑放射線取扱

ス︑スウェーデン諸国との閥に締

ほと︑﹁原．r力工業における工業

て国際協力の活動を進めて蝋．Qた

が︑これからも︑線配はIA鷺 癒している協力署内と同じタイプ

情に即したPR樗材の整備とその
提供てきる体制をつくる︑②報道
関陳蒔の協力を蟄請して︑︸艘国

民へのPR効果を簡める︑嚇原子

機関の趣囲も広くなったので︑関

係故贋職貝に対しても認識の向上

ず︑漿績も臆隣に過去十一⁝ヵ月

なっているV応顧資搭は問わ

咽

峰
謝
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離

B

囑

屑
即
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午剛

麹

神経痛・リウマチ・疲れ目（鯛筋．障憲）・便秘・夜尿症・心臓病にも

タ

地方自治体などとの接触逐信かる

り付け︑測定鼓置の討取り替え︑

簡較における螺子力教脅の叢雨努

を期侍する試製をとる︑ゆ甲塁・

でもよいことになっているから

に限Oず︑数年的の苫欝︑論文

心あたりのあみカは紀非巾諮￠

聴してい加だ唐κい︒

匿霜捗自診罰翫毘層轟

して賃濃縮のルートを利用するも

︵脇坂璽︶

田塞茄子麗麗製会議の原藤強化特別婁員会︵委貸長・顧化Z口巻
よつにすへきたなどの慧見がださ

東海炉︑全出力へ
能雛が予想される蹄分についてテ

麗GECから来春引取り
颯虻省の一舐便用躍可を褐てか

ら以後十一刀五千KWの連続醤葉 ストで舟確認した後︑十六力六千

KWの血娼力運転へふみき︑9予定規格︵J王S︶体系に関する実態 いに関するもの︑放射線機器に関

本瞭子力発電

斜日を融けて潅た

するもの︑応用機器に関するもの

であるが︑それは今月卜八口頃に

調査し︹通馬省工事技術胱より委

会社︵社長〜本松珠礫氏︶の東海

あったのを反省し︑原子力開発が

PR委社会心理問題の解明へ

基本方針を再検討
訓幽︑JIS依系のあり方︑辮しい

技循翫の了︑那掛えて︑標準化艮期

この実態調盃では︑土産は工業

などの蝋見が多い︒

なるもようであ．鯨

と沿りである〇

が︑その喫譜状況はおおよそ次の

滅︶の中醐報告を玄とめている

発麗所︵英網コールダーホ⁝ル敬

猿凱としては︑この際無肇に疋

から約 絡出力が得られれば噸ぬ省の竣工

炭型ガス冷却炉︑出力十山ハ万六千

KW︶はさる十月二十九

十一月三十日薄紅︑アンケート

本格的段階を迎えたことに鑑み︑

⁝力帰間︑補倦ぬ検のため運転左 険査牟受け︑来由早々にちフ乃パ

会へ委員長・和田恒心氏︶は十二月

原子力拷用による配楽のなかで標

ワ⁝による甑業運転を開始したい

ヤニ日盛後一時半︑東風・証の東

照明窯艘の正しい五識をうるた

用紙の回収数︵凝罪数ヒ石四十六

停止していたが︑このほど織交捜

＝三三・一般放射線誌澗用機
なおメーカーの爽円G14Cから
六購には二白去十二通︑対象数の

臆向である︒

器︑工業用機器︑医欝用機器︑鞍

以プリンスホテルで聞かれ︑腺配

力開発の進展とともに関係行政
目ポ原ず力早業会議のPR震員 までのPRが⁝方交通的なPRで

器の部分的な振動防止蕪置︑とく

三四％に超す︶になっているが︑

壷隷防識用品などについてアンケ

肇獅局から聴取するとともに︑集

ら︑憂け入れられるPR︵パブリ 力を中心とした酵少隼∴ヂ生に則
ノク・アクセプタンスの獲得︶を するPR︑㊨原予力発竃所の立地

ート調撫用紙をさる九月配mした のPR活動についての経過報祐を め︑社会心理間砲讐を解明しなが
もの︒

配の今後のP飛馬脚の紘本力針に

六通であるQこのうち民間︵対

なお︑現蕉︑夢殿珊紙の集謂作

淡讃した︒

に関するPRの推進など五項醐を
嬢進ずることを鑓本とし︑その烈

除離PR褒撮会としては︑これ 体策として︑①鰍癌は現段階の実

ついて検附した︒

は明年三月宋にでる予足︒

黛五面八避︶については︑化学工

︸十四通

難がすすめられており︑最終報告
が二十九通︑機械工榮が

再嫁簾が鷺十華遜︑電凱機械工黙

ﾊ︑官庁二十五通︑民間甫三†

通︶は肖八十七通︵しかし十二七 ・華化慮必蒙とする鳶口なとの換講

にエバボレータ；への調節板の取

こ曇日糟所属騎にみると︑大学二十

ているが︑その他主饗部分につい

したものについては編次引きとっ

てもなるへく早い機会イ．希望して

チセ；ジマシンの調整︑ターどン

終え︑全出力越転への態勢が出来

い為謬うであり︑それは來年四月

やジェネレーター簿の修繕などを

上ったため今輝㌶際に巡転み 湛

費鷹後になるものと思われる︒

＼聲ノ

するよりはむしろ炉メーカー磨通

一

朧会長︶は︑十二月六一正午︑原醒会長宰て第二翻会へ目ろ．闘き︑線

の簿得
こ隔るの饗に対しては︑︿︐後は

愚

〆醜

写爽口第二回原産強化特別婁凪会

趨論騰醜

W箏務局から提出ざれた今後の肇楽内響の縫鉢窯について犠議し れ︑長休策については次阿の菱縫
た︒その撚果︑次隅の十二月二士⁝百︵金︶の随員会て︑原畷の運
贈体制を罷めて鼠終的に倹正し︑強化の方陶を打⁝⁝すことになっ

た︒一方︑この勤3にも関連して︑瞭甑のア写ソトーブ愛員訟︵委
ｷ◎山女晶四正夫氏︶は十・二刀山ハ爾︑国 際協力髄脳孤ふ︵叢昌据長・⁝閃幾

園罎化の

㈱パブリノク・アク七ブ々ンス

日にそれぞれ会合を開3︑審議を角なった︒

円蓋︶は十二月七日︑PR幾員公︵委員疑・和田畑輔氏︶は十二月
士

原歴強化医員蕪では︑腺醍事務
局から強化拡允の舞陣撮について

瞭産

概述を説明したが︑重点施策の主
な内属は次のとおりである︒

の開 発 政 策 の 確 立 と 推 進
は政策惣見の調弊と発楊︑国家機
関との連絡の囑糖化︑関係麗漿と

②隙子力覆黙の確立

の協調を穂極的にやるべきた︒

椎進︑辮料の確立︑汝全性の 確
立︑各糧麗業技内サービスの問題

⑬調査棚號の強化11調畳研先機

讐を㎏急にすすめるへきだ◎

繊の強化︑学協金との提携協力︑

原子力目当と指標の作成

無
／
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演内容をかいつまんで紹介する︒

遺糞○離の早期開発を

に対す︸︑9N工泓の質聞に答えて︑

い︒講議後︑HWOCRの見解

する人屑Gの慮揚の理工的背景で

aまれていること口は間違いない

型炉建設費が含漂れるかどうか艶
却炉︶とHWOCR︵縫縮減速︑

炉訓圃i−H饗G民︵尚撮ガス冷が︑一几六八会計年殴の予揮に二

画は経た決だをみていな

蒸気発生重水型一iが含まれるが

カナダの軽水冷却型︑イギリスの

炉は︑トリウム⁝ウラン；二三燃

いて楽観的な兄解を示した︒この

る︒

画はないことが明らかにされてい

・七五力KWの治御幣実験炉につ 継続以外には浴融塩姫に関する計
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水炉の熱中性子増殖炉も取上げた

用したシード・ブランケノト型軽
〆

ーウランニ三三燃科サイクルを利

一

性子増殖炉である︒この型式は︑

殆炉については︑ナトリウム冷

〆

dO鴎一頃潟○悼燃科の増黙料サイクル費が非常に汝くなる
〆！〆〆

してやる方が効果的ではないで

タ卒提供していただいた日本放

石原健彦︶

︵原研燃料開発部次長

が︑その説明は簡単であり︑確約
するような所はなんらなかった︒
今世紀末まで︑q四〇︒￠の価洛
が現在の水準を稚持するという寸
評があれば︑政府の援助による新
しい︑より効率のよい原子炉の開
発の必無性︑緊急性はずっと少な
くなるかもしれないとシーホーグ
婁貝長は・一喝明した︒非共薩臨の既

知および推定ウラン資源と原子力

多 一多ノ口慰宝；多

真鴨

多一

一
彦︐二︐ノニ長岡ノ

多一

づ 二〜 ニニ多一 づ 一
ノ二〆

ホント当り十が以下の鉱石を供給

うに燃料の利用展の効率塗上げれ

ー・ブリーダ⁝を建設し︑このよ

る︒現在の原子炉の代りに︑ニア

低利裾増殖炉の転換比︵増殖比︶

躯であるとし︑ナトリウム冷却の

○・八から

・○を少し下よわる
しうるであろうし︑十五が以下な

ニアー・ブリーダーの転換比は

らば︑一九八五年の予測電気出力

は﹁二iTこ五の範囲にあ

サイクルを利胴し︑ウラン⁝プル

は︑トリウムーウランニ三三燃料

費︑運転費搾推定した結果が発喪

および誌刊得増殖炉に対する建設

アー︒ブリーダーならびに低祷得

髪

影
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○司︒吋ooq

B5判︑

︵国餌同9酔︒ヨ

り核分裂性燃料爵あたり＋がと
いう仮定で電気出力笹目KWのニ 弓ンΦOり蜜的d涛−ら◎O刈欝①

トニウムニ三九燃料サイクルの補

るQニアー・ブリーダーの中に

期間を二傭に延長することができ

五億五千万KW程肢︑恕供給しうる は︑冠鳩のウラン資融の利用可能
し︑三十賭以下ならは︑一九九〇

年まての予測電気出力十癒KW程
股を供給しうるであろう︒

これらの数値には︑搾鉱の一肩

能なウラン資源がふド九るというA

された︒これによれば︑ニァi・
足あるいは代行をなしうるものが
あり︑ニアi・ブリーダーの実際 ブリーダーの建設費はKW当り百
ると考えて︶とを長期的観点から

笛

国老℃⑦＝ヨ㊦沸け09

けΦ塚鋤ゆ

国α菊ω円糾QゆりΦ

五十が︑増殖炉はいずれの型もK

W当り百七十がである︒一方︑運

出版︶

編三四跨︑B5判︑

猛Cおよび鉱山渠鼻の見解を考慮 晦な効果は︑きわめて大きなもの

紙費は︑ニアi︒ブリーダーでK

にいれていないし︑また膨大なト

W狂当り﹁︒OI﹁・〜ミルであ

一九六六年

︵国9塚儲けOヨ

さらにもし︑天然ウランの価格

になるであろう﹂

がこ侮になったとすれば︑軽水炉

している︒

リウム資濾は篭重していない︒

当り○︒五ミル増加するであろう

○．八ミル︑紬利得増搬炉でKW

建股磯の差は︑ニァi・ブリー

にKW11当りO・﹇ミル以下のダ
増ーが結周手近の技術で建設でき

昭和四一無度版

一九六六隼
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○電気雛業便覧

九六六年出版︶

︵学潤研究杜発行︑B5判︑一

およびAGRの発電原価はKWり
1︑
1低利得増殖炉ではKWH当り ○現代新蔚科群典 錯一一六巻

ﾖりO・ニミル以下︑増三芳で

が︑ニアi・ブリーダーではKWH契りO・三ミルになる︒
転換比の關い原子炉に移行するこ

出版︶

二九二跨︑A6判︑

シーボーグ婁員長は︑つぎのよ

ることに起因しているとシ；ボー

加になろうとシーボーグ委員畏は

グ婁員長は述べ︑ニアi・ブリi

とによって︑単位ウラン計りから

て︑現葎の軽水炉やAGRよりも 一福以上のエネルギーを取り出す 述へている︒

うに述へている︒﹁一般的にいっ

㌃7列レ建設でU利用度上昇

燃料利用期間倍増

一九八O難までに契靭される電

比較して︑つぎのような難論を出

AGRは三十無間燃料を必要とすを大きくすれば︑経済的に採取可

発電の傭ぴ︵現在の軽水炉および

気力力三偲KWの原子力発電には ことは先賢に可能になると憩われ

JCAEが改良原型炉設訓に関す
ような猛解にもとづいたもの︒

しかし︑HWOCRの猷型炉る
に予算要求を削除したのは︑この

豪た︑捗の講旗から︑ナトリウ

シーホーク蚕員長はこれらを一つ

与えるかもしれないと付け加え

的を繰り運して述へたに†￥︑ない

ム冷却の砥利郷増熱炉の価値は︑

の鱈階として取扱ったQ低利得増 特サイクルを利用した高田︑熱中

！ノ〆！⁝〆

シンポシウムで諭文を航むため

をしめており︑

し．伽うか︒二人がくめは祐渠の

れることでし︑㎝う︒

終りに原子力局︑除痛関係
番︑および各国に非犠に珍重さ

ぶためにヨーロソバの四︑五人

射性星位元素協会に旧く感鮒し

てきたかとちわれると一寸心配
ですが二入前位にはやってきた

二φ多一 づ〜
多二

﹁11WOC民がAECの罰憩に

禦実上さほと激くな獅52ないてあろ ある︒

しかしながら︑彼の見解は︑A

謹は︑ニァ！・ブリーダーよりも

う︒

確保に対する長

利得増瓠炉の二倍であ・Oから︑低

繭業用発電に利用しう．勺という技

聞であるQ﹂と述へ︑この型式を

ECの羅宇先説画である改良娠換

利諸口獺炉の燃

持っている︒

有機物冷却︶ーーと虚寝な脇連を

⑳纏刊得増姻炉の増借時閥は樋

ではない︒

るという上下両院禽河原子力委鋲

るような研鋤開発をさらに行なう

会関︵JCAE︶の熱妙処満足さゼ
KWの11﹃﹃GR協同実験ぶ劇に

術国民能帆をまつ確立すへきであ

し︑すでに協疋が結ばれている
必要性を示坐したQ

バブリノク・ガービス・オブ・

が︑笑際に建設されるか否かは︑

コロラド社との霞滅鋤力一瓢十一二子

闘的な貝献は︑高利得増殖炉ほと

シーボーグ褒員長は︑特定の改

むしろ︑今世紀末旗での臓翼での

に関する課価は行なわなかった︒

ビーナ︒ボトム発蟷所の運搬実篇

良転喚炉割判あるいは壇殖炉譜画

原子力発雌の経済性の見通しを背

次鋤であ勾︒

一九六七年会訓年度において︑

子の推定を行なった︒したがっ

暴にし︑これら原子炉型式の経斜

て︑岐の論文は︑ある趣味では秘
良転換炉および鶴速炉の役胡に関一関する

だけでなく︑鵡速増戸炉よりも燃

で︑経済性がさらに岡上する晃込

料インベートリーが少なくなるの

溶融塩炉に楽観的

述へている︒彼は︑この型式はわ

みであるとシーホーグ委員長は

ギリス の A G R よ O も 運 転 費 が 安

少ない燃料囲巌で経済性向上

改艮転艇炉は︑現在の軽水炉やイ

▽増舶炉には︑その遣歩を阻轡

くなる見込みがある︒

するような研学的︑あるいは技術

ゴノ高温ガス冷却炉割幽︑三つの

得諺
カのHTGR︑ENEA筒
の利ド
ラ語炉については︑型式を

謝蜘には︑現在の研究開発副画の

た︒しかし︑⁝九六八会剖革篭の

れわれの将来説画に簗大な影響を

的な障乳か難ずる可能．性がある

重水炉1ーアメリカのHWOCオ
Rークリソシにあ勾竃気田力○

殖炉を代表として取上げたが︑

改良転換炉︵彼はこれをニアー

が︑ニアー・ブリーダーは手近な

ニアー︒ブリーダーにはアメリ

・ブリーダーと睡んでいる︶を支

技術を利用できるQ

▽ニアー・ブリーダーは︑燃料
つぎの二つの繊密により︑きわめ

明確にしなかったQ

いものではなく︑つぎのような理

持する主星な理由は︑特に鷹新し

てある︒

低利得増殖炉程度の燃料利用
イギリス醸子力学会の一九六六
年獲講撒会における彼の認演は︑
脂血的な魅力にあふれた軽水炉と
実用化が来近にせ凝った高躍増斜

影との問にはさ翻れて︑改良転換
炉に対する凝︑曝の余地はほとんど

ないであろうとの晃躍iーアメリ

て小さいものになるとの結論が難

〆⁝〆！

シ⁝ホ⁝ク委員長は︑トリウム

ム燃料サイクルを利用できるの

をより為効に珊縦し︑かつトリウ

ノ

き禺される︒すなわち︒

〆〆≠〆〆

予め求められて作成していった

ノ！ノノ！ノー〆ノ⁝

こんどはそれに従って最近一年
各国の諸事情について厭見をか

⁝

で︑ウラン鉱石の値上0に対し︑

！〆！

方が強くなってきている一tに対

〆

＆利鎌魏の欝欝運観却・

ノ〆⁝ 〆

聞の実繕をしらべ持ちよったわ

わしながら逐次まとめていった

中処分について火のでるような

ハンディキャノブも髄分軽減さ

忙しいといいな

す︒王AEA窯催の東海村セミだけに国費をつかって人を出す

ことは有難いことと思っていま

いても気分的に非常に怒一3くな けてもらえないことですQなお

や燃料の分野ではわが国は決し

けです︒従って鋤一口から激し

もので︑サロン的雰囲気があり

よりは︑パネル招待者がある場

はありますが︑英︑米︑仏につ

い議論とそれら諸データ間の桐

ゃやくつろぐことがで毒差し

合に捌として︑さらに一人をつ

て険4ではなく︑このようなパ

こんとのウfiン行きは放射 関を求める作業が展開され︑連

口︵直前︶濃度で十分の一MP ナー︑モスクワ・パ不ル︑ウイー

た︒たた日本の放鷹規制が放出

ンパネルと顔をあわせ一諸には

けて十二分に活躍できるように

いで鎗四位をベルギーと争う位

円七時半頃までそれがつづけら

C以下といった時にはため鼠に

たらいた連中がこんとも大二分

ネルがあっても半分位は簿をか

AEA一︑催パネルに参加するた れました︒累︑英︑ソ︑仏︑田︑

性廃商物処理に関する二つの王

が︑窃︑印︑ノルウェー︑スウェ

つづいてはげしい質疑がひきお

の所におり︑こういう鵬へ出て

めのもので︑そのあとカールス
ーデン︑チェコ十ニカ図の主要

慮

一一廃棄物処理のパネルに出席して 独がらパネル讐

本の放出規制で激しい質疑

n回

ルーエによったたけで足かけ二

すが︑比絞的一

とりくんだので

致した処理処分

インーの森へ出

いて宏全性の磁蟄なことはよく

飾棚︵ル／m︶が碍られ︑ひ

ってし家いました︒蒙たカナダ して結構楽しく過し豪した︒

応酬をかわしたことも即象にの

つもりでいます︒ただ残念なこ

多多多
⁝多二 づ多 ㍉一 ノ多二つ二一多1多病〆二﹀︶︵ノ㌧多 二づ 〆 ミ

とは原子力の本命である原子炉

たいと思います︒

をよぶだけの金をつかっている

工AEAは臼本から一人をよれた廃葉物一等集荷曝業のデー

かけてブドウ酒をのみあったり

認識されていたのですが近年漸

どくはすれているちのについて

こさ3ーパ不ルの進行が一二とま

く経済性にも譜厨されるように

ーソンとその鱒始東に瀦齢しす

で地中処分を命令断行させたモ

篤二のパネルは後進国が聡継

はその原因も追究きれ濠した︒

情を反映して騰葉物処蝉処分の

いうもので︑独︑伊︑ノルウェー

のアキストをまとめあげようと

こる一コマでした︒

ズ︵現花工AEA動務︶とが地のですが︑四︑五人前はたらい

ばらしい報告をたしたパーソン

ィンゲ体系で各施設の処理分コ

でひるいて︑とのようなコステ

の代りにカナダ︑アルゼンチン︑

ノ！ ⁝ 多〆〆ニノ ⁝二！三川〆ノノ ⁝1二〆〆ニノニ⁝づ二 多多一

わが国の騰梨物処理にも閥題

ストぷ一難すかについて討議して

ノニ⁝二〆二！ニニ⁝！ノ〆二

ボーランドが加わりました︒

一同のパネルぷ．やはりウfーンすへき暴塞陶多子について一塁

経誘惟を解帯するために昨無第

物処理処分系を考えるとき猛煙

なって来醸した︒このような肇

これ豪で一口物処理処分にお

た︒

施設のデータと

陞憲懸

ノ㎡

するAECの回答ともとれるもの倶肌を内蔵していることになる︒

アメリカ以外の国ん︑でもこの海え

カ国内でこの鴬張が強く︑また︑

▽ウラン緬洛の三岡に関係なく

致しているといわれるQつぎに︑ニュークリア・インダストリー︵N工︶蕊から溺委員長の上

のである︒慨の彊解は︑地の原子力婁員やこの論文の作刀に参加した醒嵩スタノブの見解と一

一九六二年の罠闘動力炉に関する大統領への定置にある路総をAECが進むことを承重したも

るかにした︒シーボ⁝グ番員長が隔温ガス冷却炉および一一代囲の碗水炉を強く支持したことは

原子力学盆の総合辮激会において︑AECは依然として改良転脱廻の闘発を継続す葛ことを明

アメリカ原子力婁員ハム︵AEC︶のG・T︒シーボーグ委員長は︑さる十月下旬︑イギリス

見 繕 英原子力学会で 講 演

依然 開 発 は 継 続 す る

引

謹ず枠組をつくりあげ諾した︒
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